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3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
三菱商事

ディンジン

神戸製鋼所

参天製薬

神鋼産機系
統工程

参天製薬中国・
重慶科瑞薬・

所在地

事業項目

高雄市

TPU製品

青島市

タイヤ・ゴム
販社

2016年7月 重慶市

資本金

概要

非公表

熱可塑性ポリウレタンフィルム世界最大
手で台湾企業のディンジンに4％出資し
たと発表。【日刊工業 03.01】
200万元 中国にタイヤ・ゴム機会の販売サービス
（約4000万 会社を設立し4月に営業活動を始める。
円）
現地法人の100％子会社として山東省青
島市に神鋼産機系統工程（青島）を設立
する。2020年度で10億円程度の売上げ
を目指す。【日刊工業 03.23】

医療用眼科 4億元（約 中国子会社の参天製薬中国（蘇州市）と
薬のジェネ 69億円） 重慶科瑞製薬（重慶市）が中国重慶市
リックの製造・
に医療用眼科薬のジェネリック（後発医
販売
薬品）を製造・販売してきたが、合弁会社
では後発医薬品を製造販売する。参天
製薬は資本金のうち約2億元を出資す
る。【日刊工業 03.23】

3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

石原ケミカル

販売子会社

2015年8 上海市
月

協和発酵キリン

協和発酵麒
麟製薬

2015年3 上海市
月

共和レザー

共和興塑膠

2017年
初め

河北省

事業項目
化学品

事業費

概要

中国・上海に2015年8月設立した販売子
会社が危険化学品経営許可書を取得し
たと発表。3月中に営業を始める。中国
資本の企業に対す販売活動の促進や
ユーザーへのサービス向上が目的。【日
刊工業 03.01】
固形剤製造 約10億円 中国・上海市で固形剤の新製造棟を完
成し、3月に商業生産を始めると発表。投
資額は約10億円で、年間生産能力は
8000万錠。2018年以降に同剤の製剤工
程も手がける見通し。子会社の協和発酵
麒麟製薬が持つ既存工場の敷地に建設
する。【日刊工業 03.03】
オレフィン系
2017年初めに中国自動車内装合成表
合成表皮材
皮のオレフィン系熱可塑性エラストマー
（TPO）の製造をはじめる。中国合弁工
場の共和興塑膠の既存工場内に16年度
中に導入する。【日刊工業 03.08】」

マツダ

マツモトキヨシ
ホールディング
ス
アートネイ
チャー

2016年3
月末

ライオン

2016年
～

カシオ計算機

ニチリン

ケーヒン

東莞京濱汽車
電噴装置
（KDG）

京濱（武漢）
汽車零部件
（KWH）

仙桃市

車用空調製
品

ガリュー

日正

ガリューマー 2016年4 其隆市
ケティング
月

自動車用洗
浄機

800万円

2016年夏をめどに中国で新型の多目的
スポーツ車（SUV)の生産・販売を開始す
る。世界で人気が高まっている街乗りに
もオフロードにも対応するクロスオーバー
と呼ばれるタイプで初めて中国から新型
車を投入する。【日経 03.12】
中国EC最大手アリババ集団のネット通
販サイトに出店し顧客を獲得する。昨年9
月出店時は約100種類だったが現在は
約300種類に増やした。【日経 03.12】
アリババと京東集団のサイトに出店し、白
髪かくしパウダーなど12商品を販売す
る。【日経 03.12】
アリババのサイトに出店し健康食品6種
類の販売を始めた。問合せ窓口、業務
委託する現地スタッフの教育、電話と
チャットでアフターサービスの対応をでき
るようにした。【日経 03.12】
サイトに出店するだけでなく上海にショー
ルームを開いた。自分撮り用カメラなど
の性能を体験してもらい、ネットでの購入
につなげる。【日経 03.12】
自動車用ホースなどを製造するニチリン
はアジアで高付加価値品の生産を広げ
る。中国ではエアコン用部品の内製を加
速、ラインを増設する。【日経産業
03.16】
自動車用空調製品を製造する中国湖北
省仙桃市現地法人「京濱（武漢）汽車零
部件（KWH）」の生産ラインを本格稼働し
たと発表。【日刊工業 03.23】
米国、中国、ドイツなど海外への自動車
用洗浄機の販売強化を目的に、台湾・
其隆市に同社初の海外法人を設立す
る。中国で高級車需要が強まっており協
力会社である台湾の部品商社の日正と
の協力出資で設立する。合弁会社を設
立することで現在約400万円の海外売上
を2年後をめどに4億円に伸ばす。ガ
リューは800万円程度の資本金のうち6,7
割にあたる約500万円を出資する。【日刊
工業 03.23】

3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
住友電気工業

旭硝子

現地企業

設立時期など

2018年

旭硝子汽車玻
璃

所在地

事業項目
ワイヤーハー
ネス生産

事業費

概要
2018年末までに中国の日本向け輸出用
の自動車用ワイヤーハーネス（組み電
線）生産をベトナムやフィリピンなどアジ
ア各国への移管する。ハーネスの組み
立て工程は人手が不可欠で各国の労働
基金水準により製造コストに占める人件
費比率は10～40％と幅がある。中国で
は人件費上昇で同比率が40％に近い水
準なっていることから内需特化型口授に
転換。アジアの田地域の労働力を活用
し、価格競争力を強化する。【日刊工業
03.04】
中国蘇州市の生産子会社の社名を「旭
硝子汽車琶玻璃（蘇州）」に変更した。自
動車用ガラスの生産拠点であることを明
確にし、泰皇島、仏山拠点と一体化に取
り組む。【日刊工業 03.15】

パイオラックス

国内で車部品の生産体制を再編する。
日本から海外拠点への生産移管で今後
も国内生産の減少を見込むが、子会社
の統廃合、国内生産体制を見直し、日
本の売上高が約3割減の240億円規模で
も利益が出せる体制を構築する。【日刊
工業 03.16】
三菱ケミカルホールディングス傘下の三
菱化学はリチウムイオン電池の主要部材
である電解液の生産体制を見直す。3月
末をめどに英国にある工場を休止し米国
に集約する。日本・中国・米国の3拠点で
効率的内生産体制を構築する。【日経産
業 03.28】
約537億円 株式80.1％を中国家電大手の美的集団
（負債を
に売却することで最終合意した。テレビ
含）
などの映像事業は子会社に移管して東
芝が続ける。東芝ライフスタイルの全従
業員を雇用する。【日経 03.31】

三菱化学

東芝ライフスタイ 美的集団
ル

2016年6月

3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
講談社

ダフネ・インター
ナショナル

荏原製作所

荏原機械淄博

ぐるなび

中国飯店協会

所在地

事業項目
衣料品

山東工場

損保ジャパン日 驢媽媽旅游網
本興亜

京都銀行

東亜銀行

銀行

契約額

概要

アジアを中心に海外事業を拡大する。日
本の人気雑誌にカンスrう包括的なライセ
ンスを現地企業に供与。雑誌発行だけ
でなく、衣料品など雑誌のブランドを生
かした関連商品まで事業模範を広げる
仕組むを取り入れる。新たな事業拡大と
して、viviなどの中国展開について、香
港株式市場に上場するダフネ・インター
ナショナルと包括提携した。ダフネは提
携に先駆けて雑誌製作などを手がける
子会社を設立しており、日本版の翻訳記
事と現地の構成する雑誌を出す。【日経
03.04】
約1億5000 中国・福建省の化学プラント向けに省エ
万円
ネルギー製に優れた新型の両吸収渦巻
ポンプ21台を出荷した。【日刊工業
03.07】
中国飯店協会は日本食の調理技術の
向上へ向け、飲食店情報サイト”ぐるな
び”の中国法人と協業する。5日上海市
内で調印式を行った。【日経産業
03.07】
訪日観光客向けの保険サービスで提携
した。4月1日から驢媽媽のサイトで訪日
観光向け海外旅行保険を販売する。【日
経 03.17】
香港の東亜銀行と業務提携した。東亜
銀行は香港最大の独立系地場銀行で
同行と業務提携したのは関西の地方銀
行では初めて。現在4つある海外駐在事
務所と合わせて顧客先のビジネスの支
援体制を充実する。東亜銀行が持つ中
国、香港、マカオ、台湾などのネットワー
クを活用し香港や中国本土に進出中ま
たは進出検討中の日本企業に対して現
地企業とのビジネスマッチング、投資環
境情報の提供などを行う。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｲ 03.22】

近畿経済産業
局

広東省の科学
技術庁

ザイマックス

春秋集団

三井物産

ファームリンク

環境・省エネ
ルギー

東京・港区

ホテル事業

IT食材供給

約6億円

中国・広東省の科学技術庁と環境・省エ
ネルギー分野における協力文書に調印
した。事業巣新に向け合作プリジェクト推
進戦略ボードを2016年5月に設立する。
日本側は関西・アジア環境・省エネビジ
ネス交流推進フォーラムを、中国側は科
技合作研究促進中心を活動の主体とす
る。【日刊工業 03.23】
春秋集団は、ビル運営受託ザイマックス
と提携し、2016年末に関西国際空港そ
ばに訪日観光客向けのホテルを開業す
る。【日経 03.29】
中国でITを活用した外食店向け食材供
給サービスを始める。同サービスを展開
するベンチャーのファームリンク（北京
市）に数％出資した。出資額は約6億
円。三井物産が取り扱う食材を供給する
ほか、ネットスーパーなど新サービスも展
開する。【日刊工業 03.30】

3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

ジェイテクト

ケアサービス

訪問入浴事
業

IHI

貿易額

概要
大連市で工作機械の現地生産を4月に
始める。同社が中国で工作機械を作る
のは初めて。人件費抑制につながる生
産現場の自動化のニーズが高まってお
り、顧客の要望に即応できる体制を構築
する。【日刊工業 03.18】
ケアサービスの現地子会社、上海福原
護理服務有限会社を今月1月に上海で
始めた。中国には日本のような介護保険
のような仕組みはなく、全額利用者負担
になる。【毎日 03.24】
IHIは有機エレクトロ・ルミネックスパネル
の搬送装置市場に参入する。【日刊工業
03.31】

3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

現地所在地
江蘇省

事業項目

DIC

ポリマ技術セ
ンター中国

プラップジャパ
ン

相談センター 2015年3月 上海市

相談窓口

カルビー

カルビープラ
ス

アンテナ
ショップ

香港

水性樹脂拠
点

概要
中国に水性樹脂の研究開発拠点「ポリ
マ技術センター中国」を開設したと発
表。中国に3拠点あるポリマー工場をの
技術部門を一体化し、張家港迪愛生化
工に設ける。また、営業部門についても
上海子会社への統合を模索した。【日刊
工業 03.04】
3月15日「世界消費者権利デー」を前に
日本企業を対象とする相談センターを上
海に開設する。【日経産業 03.09】
香港に海外初のアンテナショップ「カル
ビープラス」を開業した。香港島の繁華
街のワンチャイに立地し、揚げたてのポ
テトチップスや地域限定の商品を提供す
る。【日経 03.23】

3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

設立時期など

アンハイザー・ 華潤ビール
ブッシュ・インベ
ブ（ベルギー）

米ロイヤル・カリ
ビアン・クルーズ

進出地

事業項目

ビール

ロイヤル・カリビアン・クルーズは世界最
大級の客船を2018年に日本発着航路に
投入し、熊本県の港を中心に寄港地を
決めて中国と結ぶ。【日経 03.06】

ゴブラー・ヒルド 徳奥通用航空

豪フォーテス
キュー・メタル
ズ・グループ、
ブラジル大手
ヴァ－レ

ランド・アンド・
ハウス（LH）

中国信託商業
銀行

三井住友銀行

英アーンスト・ア
ンド・ヤング
（EY)

概要

16億ドル ビール世界大手のアンハイザー・ブッ
（約1820億 シュ・インベブ（ベルギー）は買収する2
円）
位のSABミラー（英国）の中国事業を、
SABの合弁相手で中国最大の華人ビー
ルに売却すると発表。SAB華潤ビール参
加の中核企業、華潤雪花ビールに49％
を出資している。【日経産業 03.03】

2018年

米キー・セーフ 均勝電子
ティー・システム
ズ・ホールディ
ングス
ブラジル・ヴァー 中国遠洋海運
レ
集団

投資額

3月中旬

環境融資

450万ユー 深圳証取の中小企業ボードに上場する
ロ（約320 徳奥通用航空は小型航空機用エンジン
万元）
を生産するドイツのゴブラー・ヒルトを買
収することで株主らと合意した。徳奥通
用航空は450万ユーロ(約320万元）を投
じ、全株式を取得する。【日刊工業
03.16】
豪鉄鋼石大手フォーテスキュー・メタル
ズとブラジル資源大手ヴァーレは中国で
の合弁事業設立などで協力する覚書を
結んだ。中国の事業所向けに年間8000
万～1億トンの販売を目指す。【日経
03.16】
均勝電子は米キー・セーフティー・シス
テムズ・ホールデイングスと共同出資して
独テクニサット・デジタルを買収する。【日
経産業 03.18】
ヴァーレと中国遠洋海運集団は北京で
27年間の輸送契約を締結した。今後、世
界最高品質の鉄鉱石を世界に輸送する
協力事業が展開される。【フジサンケイビ
ジネス 03.28】
タイ下位銀行のランド・アンド・ハウス
（LH)銀行の親会社に166億バーツ（約
531億円）出資し35.6％の筆頭株主とな
る。【日経 03.31】
三井住友銀行は会計事務所の英アーン
スト・アンド・ヤングと共同で中国で環境
融資を始める。第一弾として三井化学と
韓国石油大手ＳＫＣとの合弁会社の中国
現地法人に融資する。【日経 03.31】

