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8月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名

設立時期など

所在地

富士電機

大連富士冰山
自動販売機

合弁会社

2017年4月 中国国内

自動販売機
工場

トラスト・テック

威海市聯橋国
際合作集団有
限公司

山東省聯信
智達人力資
源有限公司

10月15
日付

技術者派遣

威海市

事業項目

資本金

概要

50億円

中国で自動販売機の新工場を新設す
る。2017年4月に稼働させ3年間で総額
50億円を投じる。新工場は中国企業と合
弁会社である大連富士冰山自動販売機
(DFB)が新設する。【日刊工業 08.02】
300万元 10月の中国の人材サービス会社、威海
（約4500万 市聯橋国際合作集団有限公司と合弁会
円）
社を設立する。経済特区に指定され、
サービス業の育成や外国資本の導入に
力を入れている山東省威海市に拠点を
構え、3年後には約1500人の稼働を目指
す。聯橋集団が21％、トラスト・テックが
49％を出資する。【日経産業 08.22】

8月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関
ホンダ

東風汽車集団

現地企業
東風ホンダ

設立時期など

所在地

2015年

湖北省武漢
市

2018年

浙江省

事業項目
自動車

ローソン

ハウス食品グ
ループ本社
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事業費

概要
中国の合弁会社である東風ホンダの完
成車生産能力を増強する。東風ホンダ
は湖北省武漢市に生産能力24万台の
工場に2つもち、同規模の能力の第3工
場を2015年に着工・新設する。【日刊工
業 08.03】
中国での出店を加速させる方針で、
2020年までに店舗数を現在の約750店
から3000店前後にまで拡大させる計画。
【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 08.04】
中国でカレー事業を拡大する。試食会
は2016年度は回数ベースで15年度をほ
ぼ同数延べ3万回の開催を目指す。18
年度に中国で上海大連に次ぐ3番目の
工場を浙江省に稼動予定。合計生産能
力は2倍に増える見込み。【日刊工業
08.05】

日世

2017年
秋頃

浙江省蘇州
市

昭和電工

16年末

旭化成

2018年
度

クボタ

17年秋

井関農機

17年初め 湖北省

中国の原料とコーンを手掛ける工場を建
設する。9月に着工し、2017年秋から稼
働する予定。中国での売上高を19年ま
でに10億元(約150億円)と16年3月期の2
倍に引き上げる。【日経 08.13】
16年末までに国内工場の製造設備を増
強し、カーボン負極材の年産能力を同
50％増の1500トンに引き上げる。6月から
中国での委託生産も開始した。【日刊工
業 08.19】
中国でLIB用セパレーター（絶縁材）の
後加工工場を複数新設する。投資額は
それぞれ10億円程度と見られる。【日刊
工業 08.19】
17年秋をメドに江蘇省の既存工場の隣
接地に第2工場を建設。大型トラクターな
ど畑作分野を開拓する。【日経 08.24】

江蘇省蘇州

中国国有の東風汽車グループとの合弁
新工場が稼働予定。【日経 08.24】

8月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本･外国企業 中国企業・機関
日本研紙

昆山正日研

三井金属

現地企業

設立時期など

昆山正日研
磨材

正極材メー
カー

所在地
中国

2019年

事業項目

事業費

研磨材製造・
販売

概要
中国で研磨材を製造・販売する子会社
「昆山正日研磨料」を清算すると発表し
た。清算時期は明らかにしていないが、
早期に進めるため既に合弁相手の持ち
分を追加取得し完全子会社した。【日刊
工業 08.03】
ニッケル-マンガンーコンバルトの三元系
正極材料を生産する方針を固めた。当
面は現地の正極メーカーと協業し、事業
基盤を構築する。19年内に年1万トンの
NMCの共同生産を目指す。生産目標水
準に達したら、協業先との資本提携も検
討する。【日刊工業 08.19】

三元系正極
材料

8月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本・外国企業 中国企業・機関

所在地

事業項目

契約額

概要

伊藤忠商事

中国中信集団

中国国内

医療

伊藤忠商事と中国中信集団、タイのCP
グループと中国国内で医療・健康事業を
共同展開する。高齢者の進展に伴う医
療需要の拡大をにらみ、先進的なノウハ
ウを導入し高齢化を図る。【日経 08.02】

日本通運

アリババ集団

中国国内

流通

江蘇省南通
市

介護動画配
信

中国のインターネット通販最大手のアリ
ババ集団と日本商品の販売で提携す
る。中国の消費者がアリババの通販サイ
トで購入する場合、日通は現在主流の
国際郵便より3割安い料金で中国まで輸
送する。【日経 08.02】
海外で介護研修の動画配信を始める。
出資したオーボックスの入浴介護や服薬
管理のコンテンツを10月から中国江蘇省
南通市で配信。日本向けコンテンツの中
から中国語版や英語版で作成する内容
を選び、現地の介護事業者にインター
ネット配信する。17年5月に広東省杭州
市でサービスを始め、将来は北京、上海
といった大都市に広げる計画だ。【日経
産業 08.16】

メディカル･ケ
ア・サービス
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ベネフィット・ワ
ン

銀聯国際

日本

会員制サー
ビス

「銀聯カード」を発行する中国のカード決
済サービス大手の銀聯国際と提携した。
「銀聯カード」のプラチナとダイヤモンド
かの両カードの保有者に、国内の高級
飲食店や宿泊施設を割安で使えるサー
ビスを始めた。【日経 08.17】

三菱日立パワー 首鉱京唐
システムズ

河北省唐山
市

発電設備

五洋建設

香港機場管理
局

香港

地盤改良

中国の首鉱京唐鋼鉄連合向けに高炉ガ
ス炊きガスタービン発電設備1系列を受
注したと発表した。首鉱京唐が、河北省
唐山市で計画する製鉄所向けガスター
ビン・コンバインドサイクル発電設備の中
核機器となる。2018年前半の運転開始
を予定する。【日刊工業 08.19】
香港機場管理局から香港国際空港第3
滑走路の地盤改良工事を地元企業など
との共同企業体で受注したと発表。全体
の受注額は約489億円で、うち五洋建設
分は約244億円。工期は2016年8月から
18ヶ月を予定。【日刊工業 08.23】

日立製作所

中国鋼鉄

台湾

洋上風力

海上に設置する洋上風力発電機で海外
に進出する。まず今秋から田ウィ案で現
地の鉄鋼大手、中国鉄鋼と組んで受注
を目指す。台湾では年200億～300億円
の売上を目指す。【日経 08.25】

晃祐堂

唯品会（広州
市）

中国全土

化粧筆

日立造船

広東順控環境
投資

広東省仙山
市

ごみ処理事
業

化粧筆の海外展開を強化する。中国の
電子商取引（EC）サイト大手、唯品会が
出資する会社と提携、年内にも唯品会の
通販サイトで自社ブランドの化粧筆の販
売を始める。【日経産業 08.30】
中国・広東省仙山市順徳区でごみ処理
事業を手がける広東省控環境投資から
ごみ焼却発電プラントの設備工事を受注
した。受注額は数十億円規模。納期は
2017年5月。【日刊工業 08.31】

8月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業
第一三共ヘル
スケア

本社所在地
東京都中央区

事業項目
スキンケア化
粧品

損保ジャパン日
本興亜ホール
ディングス

医療保険

熊谷組

海底トンネル

日立ニコトランス 埼玉県さいたま
ミッション
市北区

変速機
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貿易額

概要
中国で敏感肌・乾燥肌向けスキンケア化
粧品「ミノンアミノモイスト」シリーズを発売
すると発表した。【日刊工業 08.05】
中国で個人向け医療保険を販売する。
主に日系企業で働く従業員を対象に、
健康診断で再検査が必要になった場合
の再検査費用を補償する。【日経
08.20】
香港東部海底トンネル（EHC）の管理・運
営・保守（MOM）事業に参入した。民間
事業者が施設を建設し、供用開始後は
所有して維持管理と運家を行い、事業終
了後は公共に所有権を移転するBOTに
事業期間が満了したのを契機に、同社
を含めた3社の共同出資会社が保有す
る香港現地法人がMOM契約を締結。今
後3年間にわたって事業を行う。【ﾌｼﾞｻﾝ
ｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 08.30】
今秋に、中国メーカーと技術提携し、鉄
道車両向け変速機の現地生産・販売に
乗り出す。中国の鉄道整備需要が旺盛
なことに対応する。トルクコンバーターの
製造を行う現地企業に技術供与し、同社
の生産拠点で量産する。日立ニコトラン
スミッションの2015年度の中国鉄道向け
売上高は約5億円。20年年度には15億
円まで引き上げたい考えだ。【日刊工業
08.30】

8月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業

本社所在地

ユー・エム・シー
エレクトロニクス

支店・事務所名

設立時期など

橋頭工場

2016年
内

日揮

現地所在地

事業項目

概要

広東省東莞
市

上海市

UMCエレクトロニクスは中国・広東省東
莞市に新工場を近く設置し、2016年内に
既存の中国3工場を集約する。既存工場
が立地する深圳視は資金や製造コスト
は上昇しているため、投資環境が良好な
東莞市に移管する。集約するのは基盤
実装を行う「深圳工場」と「坂田工場」、
精密金型・成形を行う東莞市の「常平工
場」の3拠点。【日刊工業 08.19】
中国で医薬分野からの受注拡大に向け
た営業体制を構築する。新会社を日揮
全額出資子会社を設け、製薬会社への
営業活動を始める。技術者系の丹と巣
はが2人常駐して営業を進める。【日刊
工業 08.26】

医薬分野

8月の中国企業・機関の海外進出
日本・外国企業 中国企業・機関
プレイティカ

中国投資家グ
ループ

設立時期など

進出地

事業項目

米国

ゲーム会社

ウーバーテクノ 滴滴出行
ロジーズ

北京市

配車アプリ

ドイツのテック4 上海電気集団
エアロ

ドイツ

航空機関連

ハイク・メッセン 騰訴控股(テン
ジャー
セント)

ドイツ

対話アプリ

ドバイ国際空港 中国国際海運
集装箱集団

ドバイ

搭乗橋
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投資額

概要

44億ドル 上海巨大網絡率いる中国の投資家グ
(約4510億 ループは、米カジノ運営会社シーザー
円)
ズ・エンターテイメントのスマートフォン向
けカジノスタイル・ゲーム開発子会社プレ
イティカを44億ドル(約4150億円)で買収
することで合意した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱ
ｲ 08.02】
滴滴出行は、米同業大手のウーバーテ
クノロジーズの中国事業を買収すると発
表。滴滴は世界最大の中国市場でシェ
ア9割を占める。2位につけていたウー
バーはこれまで中国事業を強化して滴
滴を追い上げるとしていたが、自力開拓
を断念することになった。【日経 08.02】
約1億7300 上海電気集団はドイツの航空機製造設
万ユーロ 備メーカーを買収すると発表した。【日経
(約200億 08.16】
円)
1億7500万 対話アプリ「微信(ウィーチャット)」を展開
ドル(約175 する中国IT大手の騰訴控股(テンセント)
億円)
がインド地場の対話アプリ大手ハイク・
メッセンジャーに出資する。ハイクが発表
した総額1億7500万ドル(約175億円)の
増資の一部をテンセントが引き受ける。
【日経 08.17】
1800万ド 中国国際海運集装箱集団は、アラブ首
ル（約18億 長国連邦にあるドバイ国際空港のボー
1260万円） ディングブリッジ32基の建設契約を結ん
だ。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 08.23】

