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6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

SIRC

今夏

通華技術

大連賽科科
技

所在地
大連市

事業項目

概要

50万元（約 大阪市立大学発ベンチャーのSIRCは今
840万円） 夏にも中国・大連市に合弁会社を設立。
社長を務める工学研究科の辻本教授が
開発した小型薄膜電力センサーを用い
て、中国で伝書応用機器の開発や販路
開拓を始める。中国は省エネルギーへ
のニーズが高く、直接進出することを決
めた。出資比率は通華科技が51％、
SIRC49％を予定する。【日刊工業
06.02】
セイノー商事・ク 東京・港区
電子商取引
インターネット関連サービスのクララオン
ララオンライン
ラインと組み、日本から中国への電子商
取引を支援する事業を始める。共同出
資会社「セイノーアジアトレーディング」を
今月下旬に設立する。【日経 06.06】
小泉成器
2016年 中国本土・香 自社商品販
2016年度中に中国本土と香港に現地法
中
港
路
人を立ち上げる。海外に現地法人を設
立するのは初めて。3年後には年間20億
円にする計画だ。現地法人の設立によ
り、自社で開発した製品について製造を
痛くsル中国企業の管理を徹底する。日
本式の品質管理をベースにした自社ブ
ランドを訴求し、中国市場での販売体制
を整える。【日刊工業 06.10】
2016年1月 江西省
京セラ
タングステン製
超硬チップ工 数十億円 京セラは中国・江西省に超硬チップ工場
錬会社
場
を完成させた。2016年1月から稼働を始
める。19年度に現在の1.5倍となる200億
円にまで伸ばす。【日刊工業 06.10】
日立ハイテクノ 上海日和貿易 日立ハイテク 2016年9 上海市
医用事業
300万ドル 中国の大手医用機器販売代理店の上
ロジーズ
ディアングノ 月1日付
（約3億
海日和貿易と合弁で、医用事業を手が
スティクス上
3000万円） ける会社を設立する。対外診断（IVD）検
海
査機器・試薬の販売と同機器の保守
サービスを行う。中国での販売網活路や
他の現地企業との連携を推進し、制著
するIVD市場の取り組みを強化する。【日
刊工業 06.15】

1 ページ

電子応用機
器

資本金

ユーグレナ

2015年4月 上海市

ミドリムシに関する研究・開発等関連商
品の販売などを展開するユーグレナは、
主力の食品事業の海外展開に着手し
た。昨年4月に中国・上海で合弁会社を
設立。ミドリムシを使った製品のOEM供
給を始めた。【日経産業 06.21】

6月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関

現地企業

ローソン

電通

所在地

2017年2 上海市
月期

ベリースター

サンデンホール
ディングス

デザント

設立時期など

同社上海工
場

安踏体育用品

2019年

事業項目
コンビニエン
スストア

上海

ネット通販用
モバイル決
済

上海市

自販機生産

デザントチャ 2016年8 中国国内
イナ
月下旬

概要
2017年2月期に、海外の店舗数を前期
比3割増の約1000店舗に増やす。中国・
上海地域を中心に拡大する。海外での
パートナー開拓などでは、三菱商事との
連携を強める。【日刊工業 06.01】
グループの売上高に相当する収益に占
める中国比率を現在の約7％から10％に
引き上げる。デジタル分野で中国企業の
M&A(合併・買収）を続け規模を拡大す
る。【日経 06.02】
中国で自動販売機の生産能力を2015年
比10倍の年間1万台に引き上げた。同社
の上海工場の組み立てラインを伸ばした
り、ラインの配置を換えたりしたほか、製
造工程に関わる人員も3割増やした。現
地の自販機を運営する複数の会社と長
期間販売契約を結び、電子決済できる
自販機を中心に、19年には年間3万台の
生産体制に引き上げる。【日経 06.07】

デザントブラ 2億5000万 中国で「デザント」ブランドの店舗を2019
ンド
元（約40億 年3月期までに100店出店する。まず8月
円）
下旬から中国東北部に4～5店を開業す
る。現地のスポーツ用品大手と合弁会社
を設立した。合弁会社デザントチャイナ
の資本金は2億5000万元（約40億円）。
現地スポーツ用品大手の安踏体育用品
（福建省）の子会社が6割、デザントが3
割、デザントが3割伊藤忠商事の中国子
会社が1割を出資した。売上高を16年3
月期比で2倍の約220億円に増やす。
【日経 06.14】
紙おむつ
約23億円 中国で紙おむつなどの原料として使うポ
リオレフィン系複合繊維（ES繊維）を増産
すると発表。年間の生産能力を従来の2
倍近く増やす。7月に着工し、2018年7月
に完成する。11年に設立した芸愛絲維
順繊維でES繊維の製造設備を増産す
る。増産後の中国での生産能力は年産2
万8500トンに高まる。【日経産業 06.14】

JNC

芸愛絲維順
繊維

2018年7 江蘇省蘇州
月
市

東洋電機

南京華洋電
気

2017年3 江蘇省南京
月
市

光伝送装置

三菱電機

三菱電機自
動化機器製
造常熟

2017年 江蘇省常熟
春ごろ稼 市
働予定

CNC装置
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事業費

中国江蘇省南京市の生産子会社を通
じ、空間光伝送装置やセンサーなどの
販売を拡大する。2017年3月までに日本
向けのFA用空間光伝送装置を中国で
販売する。また同時期までに生産子会
社に設計開発部門を新設するほか、中
国人営業担当者も育てる方針だ。新製
品開発と販売の体制を強化して現地市
場を開拓し、収益の維持・拡大を目指
す。【日刊工業 06.15】
約100億円 約100億円を投じ、工作機械用コンピー
ター数値制卸（CNC）装置などを生産す
る中国・江蘇省常熟市の工場を拡張す
る。生産規模は現状の倍近くになる見通
しだ。【日刊工業 06.16】

マイル工業

中国企業と
折半出資の
合弁会社

2016年8 広州市
月稼働

自動塗装ライ 非公表
ン

昭和電工

非公表

富士電機

2018年
度

中国国内

三菱電機

自販機保守
サービス
ワイヤ放電加
工機

中国企業と折半出資する広州市の合弁
会社の自動車部品工場にラジエーター
グリルの自動塗装ラインを導入し8月から
稼働する。現地車メーカー向けの新規
受注を獲得するなどグリルの需要が拡大
しており、これまで手作業で行っていたと
塗装工程を自動化し、生産効率を高め
る必要があると判断した。ラジエーターグ
リルを主力である車のエンブレム製造事
業に並ぶ収益の柱にする。【日刊工業
06.17】
リチウムイオン二次電池向けカーボン負
極材の生産能力を従来比50％増の年
1500トンに引き上げると発表。投資額は
非公表。今月、中国での受託生産にも
乗り出した。【日刊工業 06.17】
2018年度までに、中国で飲料の自動販
売機の保守サービス拠点を3倍の100ヶ
所に増やす。【日経 06.20】
中国でワイヤ放電加工機のサービス強
化に乗り出す。現地で稼働する既設機
約4500台の修理履歴など情報の一元化
に着手した。年内にも内陸部で販売・
サービス拠点を1拠点増設する計画だ。
【日刊工業 06.24】

6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
横河電機

重慶川儀自動
化

東芝機械

上海工場

共和レザー

ジャパンディス
プレイ

現地企業
重慶横河川
儀

設立時期など

所在地
中国・重慶

上海市

共和興塑膠

河北省廊坊
市

モーニングス
ター・オプティク
ス・ジュハイ→ホ
リテックス・テクノ
ロジーへ売却

事業項目

事業費

概要

石化プラント 約20億円 中国で石油化学プラントに使う制御機器
制卸
の製造工場を移転拡張する。老朽した
生産設備を更新するとともに高機能品の
生産にも対応する。計測器メーカー重慶
川儀自動化と共同運営する生産会社、
重慶横河川儀の工場を均衡に移転す
る。【日経産業 06.03】
産ロボ生産 数千万
東芝機械は2016年度内をめどに中国で
産業用ロボットの生産を始める。射出成
形機などを手掛ける上海工場の一部を
ロボット生産用に作りかえる。【日刊工業
06.07】
合革
150億円 共和レザーは2016年度から20年度まで
の5年間に150億円の設備投資を実施す
る方針を明らかにした。共和興塑膠では
7月にTPOの合成皮革の加工ラインを新
設。日本から輸出していたが、中国の自
動車メーカーからの内側の内装材として
の引き合いが増えていることに対応す
る。【日経産業 06.15】
16億5000 ジャパンディスプレイ（JDI）は後工程（組
万円
立）を手がける中国生産拠点の再編に
着手する。関連会社モーニングスター・
オプティクス・ジュハイとタッチパネルや
液晶ディスプレーを手がけるホリテック・
テクノロジーへ売却する。【日刊工業
06.27】

6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
大地を守る会

富平創源

所在地
千葉市
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事業項目
国産原料の
食品

契約額

概要
国産の原料を使った調味料や飲料など
の中国への輸出を年内をめどに始め
る。中国で現地の非政府組織(NGO)と合
弁で設立した富平創源を通じ、個人向け
宅配などで販売する。現地の富裕層に
売り込む。【日経 06.01】

トランスト・テッ
ク

威海市聯橋国
際合作集団有
限公司

東芝エレベー
ター

日本流人材
管理

上海市

遠隔監視
サービス

NTTドコモ

華為技術

0 無線通信技
術（特許）

楽天

網易（ネットイー
スト）

杭州市

ネット通販

日産自動車

東風汽車集団

中国

低価格EV車

コロパートナー 携程旅行網
ズ

旅行サイト

上海市

NTTドコモは華為技術（ファーウェイ）に
現行の無線通信技術をライセンス供与
する。携帯電話などに使われる第3世
代、第4世代に関する国内外の特許
5300件強が対象。【日経 06.11】
中国のインター延と尾サービス大手網
易（ネットイースト）とネット通販で協力す
ると発表。網易の子会社であるHQQ（杭
州市）が運営するECサイト「カオラ・ドット
コム」に楽天が出店し、中国で需要が見
込める日本製の商品を販売する。【日経
産業 06.16】
価格を現行もモデルより3割程度抑えた
低価格EVを中国市場に投入する提携先
の中国自動車大手、東風汽車集団と共
同開発する。【日経 06.20】
高級旅館の予約サイトを運営するコロ
パートナーズは中国旅行サイト最大手
の携程旅行網（シートリップ）と業務提携
する。7月からシートリップを通じてコロ
パートナーズが抱える600宿泊施設を予
約できるようにする。【日経 06.20】
ライセンスビジネスを手がけるジュンココ
シノは9月中国で子供服を売り出す。上
海市内で子供用品を運営する企業と提
携し、新しいブランド「パオロ・ダ・ヴィン
チジュンココシノ」を立ち上げる。子供洋
品店「ロリポップ」を上海市内で11店運
営する上海英倫宝貝児童用品（上海市）
と提携。【日経 06.21】

ジュンココシノ

上海英倫宝貝
児童用品

富士フイルム

浙江海正薬業

富士フイルムは抗インフルエンザ薬「ア
ビガン」に関する特許ライセンス契約を
浙江海正薬業と結んだ。アビガンはエボ
ラ出血熱への効果も期待できる。海正
薬業が特許を使って抗インフルエンザ薬
を中国で開発製造し販売する権利を供
与する。富士フイルムは一時金と「販売
状況に応じた収入を得る。【日経 06.23】

電気通信大学

上海交通大学
など

研究室(ラボ）を互いの大学に置く国際
共同ラボの一つであるグローバル・アラ
イアンス・ラボ事業についてフランスやロ
シア、中国など海外の6大学と連携した。
国際共同開発、グローバル教育の充実
を図る。【日刊工業 06.30】
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子供服

中国の人材サービス会社、威海市聯橋
国際合作集団有限公司（山東省）と元注
意での共同事業を検討始めた。人材
サービス事業での成長を目指す聯橋集
団に日本流の人材管理などのノウハウ
を提供する。トラスト・テックと子会社の
TTM（東京・港区）、聯橋集団の3社で調
印を結んだ。【日経産業 06.03】
中国でエレベーターの遠隔監視サービ
スを始めた。ビルや商業施設などで稼
働するエレベーターの以上発生を24時
間監視し、かごの走行状態を自動的に
診断する。上海に開設したコールセン
ター内に、専用のサーバーやモニターな
ど設備を導入した。北京、上海、瀋陽、
深圳、成都の5つの地域を対象に実証
実験を得て、営業活動を開始。年内をめ
どにさらに詰める。【日経産業 06.07】

6月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業
JCMS

本社所在地

事業項目

東京・千代田区

物流コンサル

中国で物流分野に参入する検討に乗り
出した。現地でアイスクリームなどの冷
菓・野菜や鮮魚といった生鮮食品の消
費が増加、輸出入を担う港湾管理会社
を主なターゲットとして事業を展開する考
えだ。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 06.01】
中国向けのコメ輸出が2016年度から本
格化する。日本国内のコメ需要が減る
中、味や品質で評価の高いブランド米を
消費大国に売り込む。従来、中国への
輸出は全農に限られていた。早ければ
今夏にも輸出を開始する。【日経 06.08】

介護・ベビー
シッター

中国事業を本格展開する訪問介護やベ
ビーシッターを、まず今年9月までに北京
など13都市で始める。2017年3月末まで
には営業拠点っを現在の4倍の76箇所
に増やす。今年4月以降、武漢や北京な
ど3都市で介護サービスを始めた。16年3
月末時点で中国の14都市に19拠点を開
設していたが、17年3月末までに新たに
57拠点をオープンする予定。高齢者が
急速に進む中国できめ細かい日本式介
護サービスの展開を急ぐ。【日経産業
06.14】
中国でがん児童診断ソフトを販売する。
横浜国立大発のベンチャーや、医療機
関の治療を支援するEPSホールディング
スと協業する。【日経産業 06.15】
開発した画像表示ソフトを販売する。【日
経産業 06.15】
日本産の生鮮食品を低コストで冷蔵輸
送するサービスを始める。両社が共同で
海運会社から冷蔵コンテナを借り、すく
数の荷主のい貨物を混載して船便で輸
出する。まず名古屋と台湾北部の基盤を
結ぶ定期航路で週1便を運行する。【日
経 06.17】
自動車の天井内装部品で中国市場に参
入する。武漢市に自働車の天井部品生
産会社を設立し2017年に稼動する。年
間20万台規模で19年3月期に新会社で
売上げ高約15億円を目指す。【日刊工
業 06.30】

木徳神糧
ホクレン農業協
同組合
神明ホールディ
ング
千田みずほ
ショクレン北海
道
ニチイ学館
日本

キング・テック

東京・文京区

ガン検査ソフ
ト

リアルメディアラ 東京・文京区
ボ
日本通運・郵船
ロジステイクス

冷蔵輸送
サービス

河西工業

貿易額

概要

6月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業
東京大学医科
学研究所

本社所在地
東京・文京区

支店・事務所名

アジア感染
症研究拠点

設立時期など

現地所在地
中国国内国
家研究機関
の敷地内
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事業項目
感染症研究

概要
北京市の中国科学院。中国政府直轄の
国家研究機関の敷地内に、東大医科研
は「アジア感染症研究拠点」を置く。中国
科学院に属する生物物理研究所と微生
物研究所の2つの専門機関に日本人研
究者が常駐し、共同研究が進む。【日経
06.01】

6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
ヴァージン・
オーストラリア

海航集団(HNA)

設立時期など

進出地
豪州

事業項目
航空会社

独 ラインラン 上海益謙貿易
ト・プファルツ州
政府
ヴァージン・
南山集団
オーストラリア

BHPビリトン

北京大学

CO2回収
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投資額

概要

1億5900万 豪航空大手ヴァージン・オーストラリア
豪ドル(約 は、物流や鉱航空などを手掛ける中国
130億円) の複合企業、海航集団(HNA)の傘下企
業と資本・業務提携すると発表。HNA側
はヴァージン・オーストラリア株を1株1億
5900万豪ドル(約130億円)で取得する。
【日経 06.01】
独ラインラント・プファルツ州政府が保有
するフランクフルト・ハーン空港の株式8
割強を落札した。【日系 06.09】
中国の南山集団は豪航空会社ヴァージ
ン・オーストラリア・ホールディングスの株
式19％超を取得すると発表した。取得額
は約2億6200万豪㌦。【日経 06.11】
740万ドル 英豪系BHPビリトンは鉄鋼石・鉄鋼業界
から排出される二酸化炭素（CO2）の回
収技術開発を目的に中国の北京大学に
740万ドルを寄付すると発表した。【日刊
工業 06.23】

