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1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
伊藤忠ロジティ 大連海洋漁業
クス
国際貿易

大連遼漁遠
洋冷鏈物流

事業項目

資本金

2016年1月 大連市

所在地

冷凍食品運
送

約1億円

概要
中国に同国企業などと冷凍・冷蔵食品の
運送会社を合弁で設立したと発表。新会
社は「大連遼漁遠洋冷鏈物流」。出資比
率は伊藤忠ロジスティクスが19％、中国
国営水産会社傘下の大連海洋漁業国
際貿易（大連市）が75％、水産品販売を
手掛ける松岡が6％。【日刊工業 01.05】

ホンダ

広汽ホンダ

2015年12月

自動車販売

2億元（約 中国の4輪合弁会社、広汽ホンダが販売
36億円） 子会社を設立したと発表した。年央に現
地生産を始める高級ブランド「アキュラ」
と合わせ、広汽ホンダが生産する車両販
売とサービスを担う。【日刊工業 01.09】

河合楽器製作
所

河合楽器（中
国）

2016年3月 北京市

楽器製造な
ど

5000万元 楽器製造などを手掛ける現地3子会社を
（約9億
統括する。需要拡大が見込まれる音楽
4000万円 教室やピアノの調律師育成を強化する
のも狙い。河合楽器が全額出資。董事
長には金子副社長が就く。中国事業は
同社の約4分の一を占める。一人っ子政
策の撤廃も決まった中国を重要市場と位
置づけ販売、サービス体制を強化する。
【日刊工業 01.09】

川崎重工業

中国遠洋運輸
グループ

古野電気

フルノチャイナ

南通中遠川
崎船舶工程

江蘇省南通
市

2016年2月 香港

造船

船舶機器

中国・上海市の北、長江を挟んで対岸に
ある江蘇勝南通市に川崎重工業が現地
海運大手、中国遠洋運輸グループとご
んべんで運営する造船所、南通中遠川
崎船舶工程がある。【日経産業 01.12】
3000万香 香港に全額出資で販売子会社を設立し
港ドル（約 た。【日経産業 01.20】
4億5000万
円）

住友商事

西王集団傘下
西王国際貿易

山東省

飼料穀物輸
入販売

十数億円 西王集団と提携し、中国で食品事業を
拡大する。まず西王集団の傘下企業
西王国際貿易の株式40%を取得する契
約を結び、西王国際貿易が扱う大麦など
既存穀物の拡販とコーンの調達・販売も
計画。3年後に西王国際貿易として穀物
取引高で現在の2.5倍の売り上げを目指
す。【日刊工業 01.20】

1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

設立時期など

所在地

事業項目

事業費

概要

東レ

東レ 中国工 2016年
場（青島）

医療機器製
造

三菱重工業

上海工場

ニコン

上海営業拠
点

約30億円 中国で自動車の過給器（ターボチャー
+8億円
ジャー）を増産する。2017年度に15年度
と比べ8割増となる年300万台を目指す。
大気汚染が深刻な中国では小さいエン
ジンでも出力を高められる過給器を使っ
た車種の販売が伸びている。世界で年
1100万台を生産する計画で、このうち3
割を中国で生産する。上海ではこれまで
に約30億円を投資してきた。17年度まで
に8億円程度を追加投資する。【日経
01.08】
エンコーダー
モーターなど回転体の角度検索など行う
事業
エンコーダー事業で、海外展開を加速
する。中国の産業用ロボットメーカーを主
なターゲットに捉え、現地の大手代理店
を探耕する。現状2割弱の海外売上高比
率を5年後をメドに5割まで引き上げる。
【日刊工業 01.12】

不二越

青島、広州に
新設ほか

2017年ま
で

50億円程 人工透析に用いる人工腎臓を中国で増
度
産する。日本と中国で同規模の工場を
持ち、中国の工場は対日輸出だけでフ
ル生産の状態が続いている。人工腎臓
を治療で必要とする透析患者数は今後
増加する見通しで、中国工場の生産能
力を2倍に増やし中国国内の需要取り込
みを狙う。【日経 01.08】

ロボット開発

米国と中国でロボットの販売・サービス拠
点「テクニカルセンター」を拡充する。
2016年中に移転拡張を含め計4ヶ所に
新設する予定。ロボットの動作テストなど
も行える同センターを増やし、自動車・電
気電子分野などの自動化需要を取り込
む。【日刊工業 01.15】

セイコーエプソ
ン

小型ロボット

3月末までに中国広東省深圳市のロボッ
ト工場で生産能力を従来比2倍近くに高
める。主力の水平多関節（スカラ）ロボッ
ト、小型垂直多関節ロボットなどの供給
力を高め、人件費高騰などにより拡大す
る現地の自動化需要に対応する。【日刊
工業 01.15】

ファミリーマート 華潤万家

コンビニ

今年、北京地下鉄へのコンビニ出店を
決定しており、ファミリーマートは9,10.15
号線に華潤万家は5,6,10号線と8号線の
一部区間に出店する。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｱｲ 01.15】

TSMC

南京市

2018年
下期

半導体関連

30億ドル 虎の子の先端技術を用いる工場を中国
（約3500億 大陸に設ける。同社の中国工場で初め
円）
て直径12インチ（約30センチ）の大型シリ
コンウエハーを採用。米アップルの最新I
phone向けにも仕様されている回路線幅
が16ナノの量産設備を導入する。【日経
01.15】

佐田

大観園店

北京市

富士フイルムエ
レクトロニクスマ
テリアルズ

2016年8 台南市
月

YKK AP

中国現地工
場

2016年

アークレイ

上海、浙江
省

2016年4 フィリピン
月

先端半導体
材料

このほど北京市内に2店目をオープン
し、中国でオーダースーツの本格販売を
始める。同社は北京市内に工場を持ち、
日本に輸出している。2年後をめどに中
国店舗を4店舗に増やす。【日刊工
01.19】
10億円

大連・蘇州・ 窓
深圳

SCREENホール
ディングス

富士電機

オーダー
スーツ本格
販売

中国市場で品揃えを拡充する。2015年
度の中国事業の売上高は約250億円
で、16年度は売上高拡大とともに営業利
益率5％を目指す。01年に中国事業をス
タート、大連、蘇州、深圳に清s南拠点を
構え、それぞれ原材料のほとんどを現地
で調達し自社で一貫生産している。中国
の不動産市場の伸びは鈍いが、上海な
どの一級年では需給調整も進み、需要
回復の動きが出て生きている。【日刊工
業 01.25】
グローバル生産の再編に乗り出し、新た
にフィリピンに新工場に機器工場を建設
する。上海と浙江省にある工場は中国国
内に特化し、世界への供給はフィリピン
に移る予定。【日刊工業 01.27】

医療機器
メーカー

液晶装置

大連富士冰
山自動販売
機

2016年3 大連市
月

自動販売機

台湾で10億円を投資し、先端半導体材
料を生産する新工場を建設すると発表し
た。8月に稼動を始め、半導体ウエハー
に回路を形成するために使う現像液を生
産する計画だ。台南市の工業団地に新
工場を設ける。すでに2工場稼動してお
り、3工場体制となる。【日経産業01.20】

機器の保守管理サービスを拡充する。
ちゅうごくでのサービス技術者を増やす
ほか、液晶製造装置の組み立てをこの
ほど現地に移管した。【日経産業01.28】
約4億円

中国の大連市で自動販売機工場の生産
能力を増強すると発表。3月までに約4億
円を投じて、年間5万台に倍増すし稼動
する。【日刊工業 01.29】

1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

現地企業

設立時期など

アークレイ

所在地

事業項目

事業費

概要

上海・浙江省 検体検査機
器

今後数年をかけて、検体検査K時期など
のグローバル生産拠点を中国からフィリ
ピンに切り替える。中国に2ヶ所ある工場
は中国市場向けに特化し、生産規模は
維持する。中国では人件費が高騰して
おり、このままでは価格競争力を維持で
きないと判断した。【日刊工業 01.05】
建設機械の運転席の生産を日本と中国
に集約する。現在はインドネシアも加え
た3カ国で生産しているが、2015年12月
でインドネシアでの生産を停止した。18
年ごろまで日本と中国に生産を集約して
効率化をはかる。今後3年程度は日本と
中国の工場からの輸出に切り替える。
【日経産業 01.05】

プレス工業

2018年ご
ろ

運転席生産

三菱重工業

2017年

車ターボ部
品

約50億円 自動車用過給器（ターボチャージ）の中
核部品である「カートリッジ」の設備投資
戦略を転換する。2017年度に日本、中
国の工場を合算して年100面台分の生
産能力を上乗せする。【日刊工業
01.13】

千寿製薬

香港万和製薬
集団

千寿万和薬
業

2017年7 北京
月メド

眼科薬製造
拠点

中国・深圳市に医療用眼科薬の製造拠
点を建設し、2017年7月をめどに現地生
産を開始する。中国の営業体制を2020
年から現地代理店から直販に移行する。
これに伴い2021年の中国市場の販売目
標は現行比2倍強に当たる役132億円を
見込む。17年までは中国で販売委託し
ている代理店の香港万和子会社「深圳
瑞霖医薬」に委託するが、千寿製薬の営
業拠点を北京に置き、20年から焼く150
人体制で中国全土で自社販売を手掛け
ていく。【日刊工業 01.14】

ナブテスコ

常州市の工場で生産していた油圧機器
の生産を中止し、上海工場に生産を集
約したが、さらに減産、人員削減を進め
る。【日経産業 01.20】

1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
深圳市

事業項目

住友商事

中集車輌

伊藤忠商事

CITIC

ヤマシンフィル
ター

三一重機

中国

排気ガスフィ
ルター

ライオン

アリババ集団

中国

ネット通販

契約額

概要

トレーラー製 約12億円 住友商事は中国のトレーラー製造大手、
造
中集車輌と資本・業務提携した。2015年
12月末に約12億円を投じて中集車輌に
約1％を出資した。中集車輌は中国国際
海運集装箱（CIMC）の子会社で2014年
度の売上高は約23億ドル（約2700億円）
だ。【日経 01.08】
人材育成

伊藤忠商事は、資本提携している中国
国有複合企業のCITIC、タイ財閥大手
CPグループと共同で人材育成を始める
と発表。【日刊工業 01.19】
ヤマシンフィルターは中国建設機械メー
カーの三一重機に対して、第三次排ガ
ス規制に対応した建設機械のフィルター
を供給すると発表。中国での販売拡大に
力を入れる。【日経産業 01.19】
ライオンは、中国電子商取引最大手アリ
ババ集団の海外向け仮想商店街「天猫
国際（Tモール・グローバル）」に出店す
る。海外で健康食品を販売し、初年度で
1億円の売上高を目指す。【日経 01.24】

1月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業
平和堂

本社所在地
関西地域

事業項目
百貨店

三菱日立パワー 香港
システムズ
（MHPS）

火力発電設
備

セブンイレブン・
ローソン

決済サービス

貿易額

概要
2017年秋にも中国・湖南省長沙市に百
貨店を開業する。高級ブランドの化粧品
や装飾雑貨、衣料品などの専門店を誘
致し、直営の食品売り場を設ける。【日経
01.16】
香港で火力発電プラントを受注したと発
表した。香港の電力大手 香港電灯が
香港島南西部ラマ島に建設する発電所
向けにガスタービンや蒸気タービン、排
熱回収ボイラー、脱硝設備を納入する。
GTCC(ガスタービン・コンバインドサイク
ル）というガスと蒸気を使い高効率に発
電する設備。2020年1月に運転開始予
定。【日経産業 01.20】
中国電子商取引（EC）最大手アリババ集
団の「支付宝（アリペイ）」を導入する。中
国で利用が急拡大しているスマートフォ
ンに対応することで訪日客を取り込む。
【日経 01.21】

日本製紙

紙おむつ

50億円

中国で紙おむつ市場に参入する。現地
企業へのOEM（相手先ブランドによる生
産）供給に向けて数社と交渉に入った。
2017年4月にも販売を始める。【日経
01.22】

1月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

三菱東京UFJ銀 東京丸の内
行

現地所在地
江蘇省常熟
市

事業項目

概要

銀行

中国現地法人が中国本土で20ヶ所目の
営業拠点を開設。邦銀で最多となる。江
蘇省常熟市に出張所を新設。営業担当
者を10人前後常駐し、主に日系企業と
の取引を行う。【日経 01.19】

1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
インテグレー
テッド

設立時期など

進出地

北京閃勝投資
（アップルヒル・
インベストメント）

事業項目

米ウーバーテク 比亜迪・広州汽
ノロジーズ
車集団

広州市

タクシー配車
サービス

ピレウス港

ギリシャ

港

中国遠洋運輸
集団（コスコ・グ
ループ）

レジェンダリー・ 万達集団
エンターテイメ
ント

シャープ

投資額

半導体メモ
リー

映画会社

鴻海精密工業

日本

ゼネラル・エレク 海爾（ハイアー
トリック（GE）
ル）集団

米国

家電事業

概要
投資会社の北京閃勝投資（アップルヒ
ル・インベストメント）は、米国の半導体メ
モリー設計メーカーのインテグレーテッ
ド・シリコン・ソリュージョン（ISSC）の株式
100％取得を完了した。【日経産業
01.05】
米ウーバーテクノロジーズが中国で事業
の基盤固めを急いでいる。スマートフォ
ンを使って自家用車をタクシー代わりに
配車する同社サービスは中国でも減速
は非合法。ただ、上海市で昨年10月、当
局が一部に限り同サービスを正式に認
めた。今後、他都市も追隋するとみて
サービス地域の拡大を急ぐほか、比亜迪
に続き、このほど大手自動車メーカー、
広州汽車集団とも戦略的な事業提携を
結んだ。【日経産業 01.05】

3億～4億
ユーロ（約
380億～
510億円）

中国国有の中国遠洋運輸集団（コスコ・
グループ）が3億～4億ユーロ（約380億
～510億円）を投じ、ピレウス港の公営運
営会社の発行済み株式51％取得する計
画。【日経 01.13】
35億ドル 不動産・商業施設大手の万達集団が米
（約4100億 ハリウッドの映画会社 レジェンダリー・エ
円）
ンターテイメントを35億ドル（約4100億
円）で買収する。中国企業による海外の
文化産業の買収としては過去最大規
模。【朝日 01.15】
7000億円 台湾の鴻海精密工業は経営再建中の
シャープに対して7000億円規模を排出
して買収する案をまとめた。これに対s
し、政府系ファンドの産業改新機構も
シャープに対する支援策の詰めを急い
でいる。いずれの提案も一長一短あり、
シャープや再建を支える銀行団は難し
い選択を迫られている。【読売 01.16】
総額54億 中国家電大手の、海爾（ハイアール）集
ドル（約
団は、米電機大手ゼネラル・エレクトリッ
6300億円） ク（GE）の家電事業を買収することで合
意したと発表。【産経 01.16】

英国インターナ 万達集団
ショナル・ホスピ
タル・グループ

日米のEC事業 銀聯商務
者

2016年

上海市・四川 病院
省成都市・山
東省青島市

150億元

中国の商業不動産大手の万達集団が英
国インターナショナル・ホスピタル・グ
ループ（IHG）と、中国内で病院の建設
や運営で提携した。万達集団が15億間
を投じ、上海市（1000床）、四川省成都
市（同500床）、山東省青島市（同200床）
にそれぞれ総合病院を建設する。そのう
ち上海デの投資額は80億元で2016年中
に着工する。【日刊工業 01.19】
中国の消費者を対象にした日米の越境
電子商取引（EC）事業者向け支援サー
ビスを始める。オンライン上の決済から通
関、物流までを一括して請け負い、中国
から直接 日米の通販サイトで買い物で
きる仕組みを整える。銀聯商務は銀聯
カードを使ったオンライン決済のシステ
ムを日米のEC事業者に販売する。物流
事業者と組んで中国での通関や保税、
配送の手続きも代行する。日米のEC事
業者は煩雑な業務を行わずに6億人い
る中国国内のカード利用者に拡販でき
る。【日経 01.26】

