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4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

安川電機

2016年6月 安徽省蕪湖

アーネスト

奇端汽車

奇端安川電
駆動系統

格林美

虹技・岡谷鋼機

所在地

事業項目
EV部品

市

資本金
1億元(約
17億円)

概要
中国でモーターなどの電気自動車(EV)
用駆動部品の生産に参入すると発表。
現地の自動車大手、奇端汽車などと現
地合弁を設立し、モーターなどを開発す
る。資本金比率は、安川電機が40％、奇
端汽車のEV製造・販売子会社「奇端新
能源汽車技術」が45％、蕪湖市が出資
する政府系投資会社が15％を出資す
る。【日経 04.19】

天津市・泰興 自動車リビル 約6億8000 2018年度までに三井物産、中国のリサイ
市
ト(再構築)部 万円
クル格林美と合弁で自動車のリビトル(再
品製造
構築)部本を製造する中国現地法人を2
社設立する。現地法人は天津市と泰興
市に設立する。3社はすでに武漢市に資
本金で現地法人を設立し、生産を始め
ている。【日刊工業 04.29】
2017年6月 江蘇省南通 自動車用プ 約16億
虹技は岡谷鋼機と合弁で中国江蘇省南
市
レス金型鋳物 5000万円 通市に自動車用プレス金型鋳物の生産
会社を5月中に設立する。2004年に天津
市の合弁会社の生産能力が足らず、生
産拠点を新設する。約21億円を投じで
新工場を建設し17年6月の稼働を目指
す。【日刊工業 04.29】

2018年度中

南通虹岡鋳
鋼

4月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関
アルフレッサ
ファーマー

現地企業
青島耐絲克
医材

設立時期など

10月

所在地
青島市

事業項目
手術用縫合
糸
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事業費

概要
中国・青島市の中国子会社「青島耐絲
克医材」敷地内に新棟を建設し、手術用
縫合糸をい増産する。中国国内の縫合
糸の需要増に対応するのが狙いだ。中
国で縫合糸を拡販し、2016年度に縫合
糸の売上高を現行比50％増の約1億
5000万円に引き上げる。【日刊工業
04.07】

コロワイド

台湾

国分グループ
本社

上海市

日本ペイント
ホールディング
ス

上海市

日産自動車

上海市

川崎重工業

安徽海螺川崎
工程

台湾での出店を拡大する。2016年度に
焼肉「牛角」、しゃぶしゃぶ「温野菜」を合
わせて約20店舗出店する。現在の2倍に
増やす。【日経 04.08】
物流センター 8億円
中国に物流拠点を新設するなどアジア
で物流網を拡充する。需要増が見込め
る冷凍・冷蔵といった低温での物流を中
心に市場開拓を進める。上海で9月に大
型物流センターを新設する。【日経
04.09】
自動車塗料 約70億円 新興国で自動車塗料を増産する。上海
工場
市に新工場を新設し、日本の塗料市場
が頭打ちとなるか、新興国の生産設備を
増強する。上海市にこのほど新設した自
動車塗料工場で6月にも数万トン規模の
生産を始める。江蘇省では内装向け塗
料の工場を増設、中国全体での投資額
は70億円と見られる。【日経 04.09】
部品輸出

中国・上海にある拠点から部品輸出を、
資本提携先の仏ルノーに拡大した始め
た。これまで中国から日産の世界17拠点
に部品を輸入してきたが、このほどル
ノーの韓国工場への供給先を増やす。
【日経 04.12】
ごみ焼却プラントの設計・調達業務を受
注した。中国セメント大手コンチグループ
との合弁企業である安徽海螺川崎工程
(ACK)が先駆けとなり、日本品質をア
ピール、受注積み増しを狙う。【日刊工
業 04.14】
中国広東省の生産子会社から国内外の
拠点への環境試験器のユニット供給を
拡大する。観測用窓モジュールの製造、
窓などを取り付けた扉ユニットを生産して
福知山工場やグループ拠点に供給す
る。【日刊工業 04.21】

ネオジム磁石

2016年度内に風力発電設備の中核部
材であるネオジム磁石を中国とタイで生
産する。中国の資源開発会社などと設立
した磁石製造の合弁会社と、タイの生産
子会社を活用する。【日刊工業 04.22】

雲南省

エスペック

TDK

飲食店

広東省

資源開発会社

磁気製造会
の合弁会社

2016年
内

川崎重工業

セーレン

700億円

世聯汽車内飾
河北

2018年度末までに7ロボット関連の設備
増強と研究開発に計700億円強を投じ
る。西神戸工場への一部機能の移転、
医療用ロボットの開発、中国工場の増強
などに充てる。【日刊工業 04.28】

約30億円 中国・河北省に自動車用シート材やエア
バックを生産する新工場を建設し2017年
に稼働させる予定。【日刊工業 04.28】

4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
ラオックス

蘇寧雲商集団

現地企業

設立時期など

所在地
南京市

事業項目
店舗運営
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事業費

概要
中国での店舗運営尾事業から撤退する
と発表。家電などを販売する南京市の3
店舗を同日付で閉鎖した。インターネット
通販の拡大に押されあかじが続いてい
た。今後は中国向けネット通販を強化し
日本のk伝や日用品を売り込む。【日経
04.01】

積水化学工業

積水化学子
会社

ウルムチ市

水事業

10億円程 中国内陸部での水関連事業から撤退す
度
る。中国の公共投資の減少に加え、現地
企業との競争から収益が悪化していた。
新疆ウイグル自治区ウルムチ市にある子
会社の全株式を現地偉業に売却する。
【日経 04.15】

4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

オリックス

アリババ集団

スマホ決済
サービス

大陽日酸

吉林奥菜来徳
光電材

有機EL材料 非公開

ヤマト・ホール
ディングス

京東集団(JD
ドットコム)

PALTAC

国際ホールディ
ングス

日用品供給

オリックス

アリペイ

電子決算
サービス

新生銀行

テンセントホー
ルディングス

スマホ決済
サービス

日立化成

東京・中央区 越境宅配

広東省

産業用蓄電
池工場

大川原製作所

上海通華不鍬
鉱圧力容器工
程(上海通華)

上海市

環境装置拡
販

力の源パート
ナーズ

龍大食品集団

山東省

ラーメン店
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概要
オリックスはアリババ集団の「支付宝（アリ
ペイ）」を日本国内で本格的に展開す
る。【日経 04.04】
大陽日酸は吉林奥来徳光電材料(吉林
省)に出資し、グルーバルでの独占販売
権を得た。【日刊工業 04.06】
ヤマトホールディングスは京東集団(JD
ドットコム)と提携する。中国の消費者が
ネットで注文した日本製品を日本から最
短4日で消費者の手手元に届ける。中国
では購買力を持つ中間層が急成長し、
化粧品や消費財などで品質が安定した
日本製品の人気が高い。国境をまたい
だ宅配サービスのていきょうで日本企業
の商機が広がりそうだ。【日経 04.06】

PALTACは中国の国際ホールディングス
(HD)と組み、現地で日本製の2千代品や
健康食品のインターネット販売を始め
る。【日経 04.07】
オリックスはアリペイと提携、同社提供の
電子決済サービス「支付宝(アリペイ)」の
加盟店開拓を始めた。【日刊工業
04.07】
訪日中国人向けに、中国債大手の
SNS(交流サイト)を利用したスマートフォ
ンなどでの資金決済サービスを始める。
テンセントホールディングスの関連会社
と提携し、5月から免税店などで使えるよ
にする。新生銀行がグループの信販会
社アプラス(大阪市)と参入するのは、テ
ンセントホールディングスが運営する中
国最大のSNS「ウィーチャット」で利用でき
る資金決算サービス。【日経 04.13】
約28億円) 中国の広東省に産業用蓄電池の工場を
設けると発表。停電時に電量を供給する
無停電電源装置(UPS)ようの電池を製造
する。【日経 04.15】
乾燥装置でアジアや欧州の市場を開拓
する。中国上海市の「上海通華不鍬鋼
圧力容器工程(上海通華)」に汚泥処理
の蒸気き汚泥資源化設備の技術を供与
あひ、中国で環境装置の受注拡大を本
格化する。提携先の中国湖北省のインフ
ラ系エンジニア企業との関係を軸に熱風
指揮の下水汚泥乾燥システムの拡販に
取り組む。【日刊工業 04.20】
中国の食品大手龍大食品集団と技術ラ
イセンス契約を締結し、チャーシューや
麺の製造技術を提供し、高品質な具材
を供給できるようにする。一風堂は中国
で北京市や上海市など13店舗を展開し
ており、既に龍大食品にはチャーシュー
の製造を委託している。技術供与を機に
麺や餃子なども調達する。【日経 04.21】

帝人

武漢帝尓激光
科技股有限公
司

アクセンチュア

アリババ集団

帝人と武漢帝尓激光科技股有限公司は
変換効率の高い太陽電池セルの製造技
術を実現するため、戦略的提携を締結し
た。【日刊工業 04.21】
アリババ集団とアクセンチュアは提携し、
月内にも中国やアジア各国で企業向け
の低価格のクラウドサービスの提供を始
める。【日経 04.21】

4月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業

本社所在地

事業項目

カネボウ化粧品

双日

化粧品

東京千代田区

仮想現実機
械販売

カシオ計算機

チャット顧客
相談

ナイトレイ

東京渋谷

分析サービス

ヤマセ電気

宮城県色麻町

自動車部品
事業

みずほ銀行

NHNコミコ

環境関連融
資

東京・港区

マンガアプリ

貿易額

概要
アジア市場を開拓する。「ケイト」を電子
商取引専用商品を投入しててこ入れす
る。中国では南京や広州など大都市の
中心部のドラックストアでの売り場作りを
進める。【日経 04.12】
仮想現実(VR)を体験できるきかいの販
売に参入する。中国のベンチャー企業と
提携し、総重量が78グラムと軽いサング
ラス製品を2017年に日本で売り出す計
画だ。子会社の双日プラネットが中国の
トト社製品を販売する。【日経 04.12】
中国で、消費者から問合せにチャットで
対応できる体制を整える。従来は電話で
受け付けていたが、2018年までに電話
相談の半分をチャットに切り替える。【日
経産業 04.14】
訪日客の消費を分析するサービスを始
めた。国籍別や市町村別、お金を使った
分野別など多様な角度で訪日客の消費
金額を見える化する。【日刊工業 04.18】
パソコンやタブレット端末などの組みたて
で2009年に中国に工場を進出した。近
年はパソコン、タブレット端末の需要減に
対応し、現地企業に出資し自動車部品
事業に参入。中国での事業基盤を固め
つつある。【日刊工業 04.20】
中国人民銀行(中央銀行)が組織する環
境に関連した民間向け資金融資を推進
する緑色金融専業委員会(緑金委)に、
日本企業として初めて参加した。みずほ
銀行の中法人が23日参加承認を受け
た。【日経産業 04.26】
無料で読めるマンガアプリの配信を中国
で始める。大連市のグループ会社を通じ
て配信する。現地に編集部を配置し、中
国因作家の発掘にも取り組む。【日経
04.28】

4月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業 本社所在地
東京三菱UFJ銀 東京・千代田区 人民元国際
行
化業務推進
室

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地

2016年5月 上海市

事業項目
人民元ビジ
ネス
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概要
5月にも人民元ビジネスをグローバルに
管轄する「人民元国際化業務推進室」を
上海にお設置する。2020年までに見込
む源の完全自由化に向けて、関連ビジ
ネスへの取り組みを強化する。【日経
04.26】

4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
英BP

中国石油天然
気集団

スターハブ・ト
ルゥー・コーポ
レーション

中国移動

設立時期など

進出地

事業項目

投資額

中国内陸部

シェール開
発

英バークレイズ オーバーシー・
チャイニーズ銀
行

シンガポー
ル・香港

資産運用事
業

3億2000万
ドル(約348
億円)

ポスコ

韓国

自動車向け
鋼板

62億元(約
1050億円)

重慶鋼鉄

レックスマーク・ 珠海艾派克科
インターナショ 技（エイペック
ナル
ス・テクノロ
ジー）

ゼネラル・エレク トリナ・ソーラー
トリック(GE)

約40億ド
ル（約4400
億円）

日本

太陽光発電
施設
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概要
中国石油天然気集団は、英BPと中国国
内のシェールガス開発で提携した。【日
経 04.02】
中国移動は、シンガポール通信大手ス
ターハブ、タイの同行トルゥー・コーポ
レーションと携帯の接続やデータサービ
ス、研究など広範な分野で業務提携す
ると発表。【日経産業 04.05】
オーバーシー・チャイニーズ銀行は、英
バークレイズからアジアの富裕個人向け
資産運用事業を買収することで合意し
た。買収額は3億2000万ドル(約348億
円)。拡大するアジアの富裕層市場で
シェア拡大を狙う。バンク・オブ・シンガ
ポールが、バークレイズの資産運用部門
のうち、シンガポールと香港の拠点を買
収する。【日経 04.08】
重慶鋼鉄は、韓国の鉄鋼最大手ポスコと
合弁企業の設立で合意。主に自動車向
けの鋼板を生産する。【日経 04.08】
珠海艾派克科技（エイペックス・テクノロ
ジー）は米プリンター7メーカー大手の
レックス・インターナショナルを買収する。
2015年12月期の売上高は約20億4900
万元(約350億円）。香港の大手投資会
社PAGと中国レノボ・グループ親会社の
聯想控股（レジェンド・ホールディングス）
傘下のベンチャーキャピタルが参加する
投資家グループを通じて買収する。【日
経 04.21】
中国のトリナ・ソーラーはゼネラル・エレク
トリック子会社と共同で、日本に14キロ
ワットの太陽光発電施設を建設する。発
電施設は宮城県石巻市に建設。施設の
85％はGE傘下のエネルギー投資会社、
GEエナジー・ファイナンシャル・サービス
が保有する。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
04.27】

