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5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

ツムラ

上海市薬材

上海上薬津
村製薬

2016年 上海市
10月ごろ

ソフトバンクグ
ループ

阿里雲計算

SBクラウド

京樽

水産加工会社

新日本科学

世茂集団

クラリオン

武漢光庭信息
技術股份

年内

所在地

事業項目
顆粒事業

東京・港

クラウド事業

遼寧省大連
市

持ち帰りすし

上海

武漢楽庭軟
件技術

湖北省
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資本金
6億元(約
98億円)

概要
中国で刻み製薬の製造販売を手掛ける
上海市薬材と合弁会社「上海上薬津村
製薬」を上海市に設立する契約を結ん
だ。資本金比率は、上海薬材が51％、ツ
ムラは49％を出資する。代表者の董事
長は5月中に決め、10月頃に会社を設立
する。2021年をめどに中国国内の顆粒
事業で売上げを上げることを目指す。
【日刊工業 05.09】
アリババ集団は海外で企業向けクラウド
事業を強化する。筆頭株主のソフトバン
クグループと合弁会社を設立し手日本で
クラウドサービスを始める。アリババのクラ
ウド子会社、阿里雲計算はソフトバンクと
合弁会社、SBクラウドを設立。ソフトバン
クが60％、アリババ側が40％を出資す
る。【日経産業 05.16】

年内にも中国とベトナムに進出する。中
国では現地の水産加工会社と組んで遼
寧省大連市に合弁会社を1月に立ち上
げ、出店先の選定を始めた。【日経
05.16】
全体の4割 新日本科学と中国の世茂集団は日本へ
の医療観光を手掛ける合弁企業を上海
に設立する。新日本科学が4割を出資す
る。中国の富裕層を対象に日本の医療
機関での受診を斡旋する。【日経 05.18】
1000万元 武漢楽挺軟件技術と合弁会社を設立
（約1億
し、6月から事業を始める。カーナビ市場
6770万円） は使い勝手が重視され、ソフトの重要性
が一段と高まっており、中国を世界で販
売する製品の開発拠点としたい。【日経
産業 05.18】

5月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関
クボタ

現地企業

設立時期など

2017年
秋

帝人フロンティ
ア

所在地
江蘇省蘇州

江蘇省

事業項目

事業費

農機

約60億円 2017年秋をメドに中国で農機を増産す
る。江蘇省蘇州で約60億円を投じて新
工場を建設する。主力製品であるトラク
ターの年間生産能力を2倍の1万台に引
き上げる。【日経 05.07】
エアバック用
中国で自動車のエアバック用の布を増
の布
産する。子会社が江蘇省に持つ工場を
増強し、年内に年産能力を750万メート
ルと2割増やす。子会社の帝人フロン
ティア(大阪市)が増産するのは、エア
バック用のナイロン繊維を使った布。江
蘇省の工場で遠洋織機を増やし、供給
能力を高める。今後皮下の地域でも生
産拠点の開設を検討する。【日経産業
05.10】

三菱電機

IDEC

年内

江蘇省蘇州
市

完全自動化
ライン

富士ゼロックス

2016年
度中

中国国内

ソリューション
事業

住友化学

概要

鶏飼料原料

不二越

江蘇省張家
港市

産業向け油
圧機器

KGカンパニー

中国西部

純米酒

日清食品ホー
ルディングス

約8億円

主に通信設備に搭載する高周波・光デ
バイスを拡販する。通信インフラの整備
が進む中国を重点市場に設定。高周波
デバイスでは窒化ガリウムを利用して効
率を高めた製品を携帯電話基地局など
に提案する。【日刊工業 05.13】
年内にも中国の江蘇省蘇州市に施産工
程を完全自動化したリレーの新工場を設
置する。海外での完全自動化ラインは初
めて。現地の人件費上昇に対応するほ
か、歩留まりの向上で生産コストを30％
低減する。同市に2ヶ所ある工場を新工
場に移転し集約する。【日刊工05.16】
機器とITサービスを組み合わせたソ
リューション事業を中国で拡大する。営
業やシステムエンジニアで構成する専任
部隊の人員を1割程度増やす。また中国
企業と提携し、クラウドを活用したITサー
ビスの提供を始める。【日刊工業 05.19】

500億円

鶏の飼料原料にあるアミノ酸を主力の愛
媛工場で増産すると発表。製造設備を2
本に系列氏、生産能力を約7割増の年
間25万トンにする。経済成長で鶏肉需要
が増えるｊ中国などアジア堅に供給を広
げる。【日経産業 05.20】
不二越は中国で工作機械など産業機械
の原動力となる油圧機器で省エネル
ギー型の販売を増やす。中国は環境問
題が深刻化しているうえ、製造業では生
産設備の消費電力を低減する動きが強
まっている。省エネ機器の投入で需要を
取り込む。中国で産業機械用の油圧機
器の売上高を17年度に15年度比1.5倍
に引き上げたい考えだ。【日経産業
05.24】
純米酒の専門商社、KGカンパニー(横
浜市)は、従来の沿岸部だけでなく、内
陸部への販路拡大に着手する。パート
ナー企業を通じ、品質管理の確かさを売
り物にしたい考えだ。【日経産業 05.25】
海鮮味の即席カップ麺「｣カップヌードル
シーフードヌードル」を全世界で販売す
る。2016年中に米国や中国などで生産・
販売を開始し、2020年度までに世界展
開を完了したい考え。【日経 05.26】
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5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
電通

現地企業

設立時期など

ベリースター

所在地
上海市

事業項目

事業費

販促会社

概要
中国でインターネット通販に出品すり小
売業者向けにモバイル決済やクーポン
発行、顧客管理などを提供するベリース
ターを買収することで合意した。買収後
は電通のグローバルブランドの1つに組
み込み、中国を中心としたグループ各社
との連携を強化する。【日経産業 05.09】

焼津水産化学
工業

国内外の体制を再編する。国内は数年
以内に主力の掛川工場に他の2工場を
順次集約し生産性を高める。海外では3
月に中国の生産子会社を売却し、現地
で販売する製品を輸入に切り替える。今
後は東南アジアに事業展開に集中す
る。【日刊工業 05.11】
今夏目処に日本で販売するカーナビ
ゲーションシステムを中国生産から日本
での生産に切り替える。移管するカーナ
ビは子会社の小川工場で生産する。【日
刊工業 05.13】

富士通テン

バンプー

中国山東省の太陽光発電施設4ヶ所を
計9300万ドル（約101億円）で取得する。
出力は計78.5メガワット、中国での太陽
光事業は初めてで、今後もアジアで拡大
する計画。【日経 05.17】

大塚ホールディ 維維食品飲料
ングス

維維食品飲料の株式の大部分を14億
8896万元（約250億円）で中国の資産管
理会社など2社へ売却すると発表した。
【日刊工業 05.18】
中国で書籍や雑誌の印刷をてがける子
会社を現地の同業に売却すると発表。
トッパンリーフォンプリンティングの全株
式を約300億円で譲渡する。売却する印
刷会社は凸版印刷が2008年に買収した
シンガポール印刷大手SNPの系列。今
後、北京など他の拠点で続ける。【日経
05.27】

凸版印刷

トッパンリー
フォンプリン
ティング

2016年10月

中国国内

印刷会社

300億円

5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
エイアンドピー
プル

好品購物

富士電機

所在地

事業項目

中国国内

通販番組

大連

飲料自動販
売機の製造
工場

ＹＴＬパワー・イ 粤電集団
ンターナショナ
ル
キング・テック

ファーウェイ・
ジャパン
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契約額

概要
同社製化粧品「MACHIKO」を中国の通
販番組「好品購物」に出品した。中国の
ゴールデンタイムである同時間対の番組
に出品することで知名度を高め、中国市
場開拓を強化する。【日刊工業 05.12】

40億～50 中国・大連に飲料自動販売機の製造工
億円
場を新設する。今秋にも着工し設備を増
強しながら順次生産も始める。新工場に
は最新も自動化ラインを導入し、缶や
カップ向けの自動機を製造する。【日経
05.15】
21億ドル 中国の粤電集団と提携した。ヨルダンで
(約2280億 岩の間にため込まれた原油「オイル
円）
シュール」を利用する発電所を建設す
る。【日経 05.19】
ファーウェイ・ジャパンと販売代理店契約
を結び、高性能なストレージを6月から販
売する。【日経産業 05.18】

日本バルカー
工業

ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｒｏ
ｇｉｅｓ

ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｒｏｇｉｅｓと資本業務提携し
た。RSの社長が持つ株式の一部を3億
円で取得し、約3％を出資する上位8番
目の大株主になった。バルカーはシリコ
ンウエハー再生加工の一部をRSに委託
し、RSの販路を生かして海外事業も強化
していく。【日経産業 05.18】

ローソン

中百控股集団
公司の子会社

武漢市

特殊東海製紙

中日特殊紙

中国国内

武漢市の小売企業「中百控股集団公
司」の子会社と店舗展開についてライセ
ンス契約を結んだ。5/26に3店舗同時に
開業し、2016年中には武漢市内の店舗
は10店になる見込み。5年をめどに湖北
省で500店の出店を目指す。【日経
05.26】
意匠性を持たせた特殊紙、ファンシー
ペーパーで中国市場開拓に乗り出す。
中国使用の高級ファンシーペーパーを
日本国内で生産し、2012年に資本・業
務提携した台湾の中日特殊紙の代理店
網を通じて販売する。【日刊工業 05.30】

高級ファンシ
ペーパー

5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

貿易額

概要

近鉄エキスプレ
ス

配送サービス

中国のインターネット通販の利用者向け
に現地で配送サービスを始める。日本製
品など中国で人気の高い商品を近鉄エ
キスプレスの現地倉庫で保管し、注文を
受けた翌日から配達できるようにする。中
国の貿易会社、重慶縦深線網絡科技が
3月に開設した外国製品の輸入サイト
「洋貨舗」の通関事業や配送管理を近鉄
エキスプレスが請け負う。重慶市にある
近鉄エキスプレスの保税倉庫を活用す
る。【日経 05.05】

日本トリム

病院

約3億3000 中国で病院の運営事業に参入する。日
万円
本式医療サービスを提供する病院を中
国各地で展開する。北京市内に2017年
初旬に開業する予定。今後は5～7年以
内に中国国内で10病院を開業、売上高
約500億円を目指す。メディカルエクセレ
ンスジャパン(MEJ)が医療関係者の派遣
や現地医療スタッフの指導・教育面で協
力する。【日刊工業 05.12】

みずほ銀行

銀行

中国で取引企業の電子納税を請け負う
サービスを手掛ける。企業はインター
ネットで納税手続きをすれば、複雑な書
類のやりとりなどを省ける。新サービスで
顧客の口座を集約して取引拡大につな
げる。【日経05.16】

5月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業
サイバーエー
ジェント

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地
中国・北京

事業項目
インターネッ
ト広告事業
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概要
中国・北京とシンガポール、韓国にイン
ターネット広告事業を手掛ける拠点を開
く。これまで米国とベトナム、台湾と合わ
せて海外6拠点体制になり、海外企業な
どにきめ細かく対応できるようになる。【日
経 05.12】

ヤマザキマザッ 名古屋市
ク

中国パーツ
センター

上海市

サービス拠点

中国国内に各種のアフターサービスを
計供する「中国パーツセンター」を上海
市に開設した。従来は営業拠点や工場
などに分散していた中国の保守用部品
の保管・発送拠点を同センターに集約
し、業務の効率化と迅速化を図る。上海
テクノロジーセンターの隣接地に新設し
た。保守用部品を中国国内の顧客に送
るほか、顧客や自社サービスマンへの教
育や24時間対応の電話サポートなどの
機能を備える。【日刊工業 05.24】

5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

フォルクスワー
ゲン(VW)

2018年

第一汽車集団

進出地

事業項目

投資額

概要

天津市

自動車工場

サインウェーブ アイフライテック

日本

人口知能(AI)

ユーロマックス

中遠太平洋

オランダ

埠頭管理会
社

独クーカ

美的集団

ドイツ

DEME

中国遠洋海運
集団

広州

自動車向け 総額40億 中国家電大手の美的集団は、産業用ロ
産業用ロボッ ユーロ
ボット大手の独クーカに対し、買収提案
ト
をする方針を決定した。【日経産業
05.19】
洋上風力発 1億5千万 洋上風力発電事業に本格参入する。ベ
電
元(約25
ルギーの海上設備大手と合弁会社を設
億)
立。新会社「広州中遠海運徳利新能源
工程」はコスコ・グループ傘下の中遠航
運とベルギーの海上設備大手、DEMEの
傘下企業が折半出資で設ける。【日経産
業 05.25】

アハバ・デット 復星集団
シー・ラバトリー （Fosun)
ズ
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195億元 ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン
(30億ドル) (VW)と、中国合弁の第一汽車集団は、
来週に年間生産能力30万台の天津工
場を起工する。完成は18年の予定。【日
刊工業 05.12】
2億9000万 中国の投資会社 復星集団はイスラエ
シェケル ルのコスメブランド「アハバ」のアハバ・デ
(約81億
ドシー・ラバトリーズを2億9000万シェケ
円）
ル（約81億円）で買収した。【日経産業
05.13】
中国の人口知能(AI)ベンチャー、アイフ
ライテックは日本市場に本格参入する。
音声認識技術を開発するサインウェーブ
(東京・千代田)と資本・業務提携した。ア
イ社が6750万円を出資し、サインウェー
ブの発行済み株式の過半を取得した模
様。アイ社はAIと音声技術を活用した教
育事業を中国などで手掛けており、日本
での販売を始める。【日経 05.16】
1億2500万 オランダ・ロッテルダム港の埠頭、ユーロ
ユーロ
マックスの管理会社株を35％取得する。
香港の複合企業、長江和記実業(ckハチ
ソンホールディングス）傘下企業から取
得する。負債を含む買収総額は1億2500
万ユーロ(約155億円)。【日経 05.14】

