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11月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本企業
富士通

中国企業・機関 設立企業名
中国レノボ・グ
ループ

東レ

設立時期など

11月中

所在地

事業項目

資本金

概要
パソコン事業で合弁会社を設立すること
を発表した。レノボが富士通のパソコン
子会社に過半を出資し、経営主導権を
にぎる。【日経 11.03】
東レ子会社の「東頼高新聚化」を設立
し、年産能力2万㌧のPP不織布工場を
新設する。【日経11.06】
高速レーザーパネル切断システムを開
発、発売した。中国の大手液晶メーカー
に複数台の出荷を始めた。【日刊工業
11.10】
電動車向けモーターの新会社を設立し
た。20年度の量産開始を目指す。【読売
11.21】
中国の部品メーカーと組み、電気自動
車（EV）向けの変換器などを製造・販売
する合弁会社を中国広東省に設立す
る。【日経 11.30】

事業費

概要
中国に電気自動車向け半導体の開発拠
点を新設すると発表した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｱｲ 11.01】
中国子会社で手がける航空機や半導体
関連部品の生産能力を2020年度をめど
に現状比で3倍に引き上げる。【日刊工
業11.02】
中国で水処理膜モジュールの生産能力
を1.5倍以上に増やすと発表した。広東
省内の工場に数億円かけて設備投資
し、2018年3月の稼働を目指す。【日経
産業11.02】
中国の大手ガラス加工メーカーのレン
ズ・テクノロジーと提携し、主力のタッチ
センサーを中国で生産すると発表した。
2018年12月期から量産開始を目指す。
【日刊工業 11.09】

広東省仏山
市

平田機工
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ティブ電動機シ
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11月の中国関連事業拡大企業
日本企業
ルネサスエレク
トロニクス

中国企業・機関

伊福精密

昆山伊福谷精
密机械

現地企業

設立時期など

所在地

事業項目

約2億円

住友電気工業

NISSHA

1

大森機械工業

中国航発北京長空機械有限責任公司
が保有する株式45％を取得した。包装
設備を強化し、中国の売上高を3年で30
億円まで引き上げる計画。【日刊工業
11.14】
中国・江蘇省の無錫工場敷地内に新た
に第2工場棟を建設する。2019年6月の
稼働を目指す。【日刊工業 11.14】
画像処理検査向け発行ダイオード照明
の効果を検証できるテスティングルーム
の展開を中国でも強化する。【日刊工業
11.14】
製鉄向け設備のラインアップを拡充し、
中国や新興国向けに展開する。【日経産
業 11.17】
自動車用バックミラーの組み立て工場を
新設する。2018年1月にも稼働する広東
省の新工場と合わせ、中国での生産能
力は約2倍となる。【日経産業 11.22】
中国車用プレスの部品の工場を新設す
る。投資額は約4500万元（約7億7000万
円）。【日経産業11.22】
国内外で生産体制を強化し、本社工場
にファイナック製のワイヤカット放電加工
機「ロボカット」を導入し、ベトナム、中国
などでも設備を増強する。【日刊工業
11.22】
中国本土で地下鉄車両向けのパンダグ
ラフの現地生産に乗り出す。2019年5月
期に60億円の売上高を目指す。【日経
産業 11.24】
中国でサーボシステム（モーター・アン
プ）の生産能力を2倍に高める。2工場を
増強し、製品ラインアップのほぼ全てを
中国生産とする。【読売 11.27】
中国・常州に半導体製造向けの洗浄液
工場を新設する。【日刊工業 11.28】
中国のステンレス加工大手、大明国際
控股などと合弁で鉄鋼製品の総合加工
拠点を開設すると発表した。鉄鋼生産か
ら自動車向けなどの部品製造までを一
環して手掛ける体制を作る。【日刊工業
11.29】
エンジンブロック工場の建屋を増設し、
設備を導入する。生産能力を現在の5割
高める。【日刊工業 11.30】
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11月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
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設立時期など

所在地
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事業項目

事業費

概要
中国深圳市にある生産事業所「SMKエ
レクトロニクス」を人材確保や生産拡充の
ために同市内にある工業区に移転する。
【日刊工業 11.09】
テレビ事業を中国家電大手の海信集団
（ハイセンス）に売却することを発表した。
【読売 11.15】
2年以内に海外店舗の運営から撤退す
る。中国や台湾に展開する9店舗を現地
企業などに売却する。【日経産業11.17】
中国系米自動車部品大手キー・セイフ
ティー・システムズ（KSS)に事業譲渡する
ことで最終合意した。譲渡額は15億8000
万ドル（約1750億円）。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲｼﾞﾋﾞﾈｽ
ｱｲ 11.23】
中国での一部工場を閉鎖し電解液事業
を再編する。宇部興産と中国の電解液
事業を統合して、18年1月に共同出資会
社を設立する。【日経 11.28】

富士通ゼネラル

主力製造拠点の中国やタイで、生産ライ
ンの自動化を進めて人手に頼る作業量
を減らし、人件費を抑制する。【日経
11.30】
中国の持ち分法適用会社で飲料事業を
手掛ける康師傅飲品の株式売却を今年
中に前倒しすると発表した。【日経
11.30】

アサヒグループ
ホールディング
ス

11月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
セガゲームス

中国企業・機関

所在地

事業項目

契約額

概要
騰訊控股と提携し、ゲーム配信サービス
を行う。【日経産業11.06】
2型糖尿病治療薬として開発中の「イメグ
リミン」について中国を含む東南アジア9
カ国を対象にした開発・販売提携契約を
結んだ。【日刊工業11.07】
台湾の通信機器大手、訊舟科技と提携
し、次世代通信機器を開発・量産する。
2018年には米国や中国市場へ進出し事
業拡大を目指す。【日経産業 11.10】
中国の旅行予約サイト最大手など5社と
提携し、中国人訪日客が日本の飲食店
を予約できるようにする。【日経 11.22】
KDDIは越境電子商取引（EC)プラット
ホーム（基盤）を運営するInagoraと資本・
業務提携を締結した。KDDIは自社のEC
サイト「ワウマ」の店舗に対し、中国のEC
市場に簡易に進出できる環境を提供す
る。【日刊工業 11.27】

貿易額

概要
テレビ向け中核部材で中国に参入する。
現地企業と技術提携し、5年間で150億
円のロイヤリティ収入を得る。【日経
11.02】
ゲームをイメージしたカフェを出店する
【日経産業11.06】
中国でインターネット動画広告の配信
サービスを始める。【日経 11.08】
薬剤の処方実態を調査するサービスや
医師の人材紹介事業を中国でも本格的
に開始する。【日経 11.10】
交通状況をシュミレーションするシステム
「TRAFFICS」の右側通行版を発売した。
国内の建設関連業のほか、中国や東南
アジアで道路施策立案を手掛ける関係
機関などを中心に拡販する。【日刊工業
11.16】
2018年1～2月に中国の消費者向け越境
ECに参入する。【日刊工業 11.16】
中国で欧州ビールの販売に乗り出す。
【日経 11.23】
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11月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
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本社所在地

事業項目
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合弁会社を設立し、中国での微生物製
品など有機農業資材に参入する。【日経
産業 11.28】
香港取引所に株式上場すると発表した。
【日経 11.29】
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公司

11月の中国支店・事務所開設
日本企業

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地
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事業項目

概要

ジーテクト

ホンダ系部品メーカーのジーテクトは中
国・上海市内に自動車の自動化に伴う
新製品の開発や販促の拠点を新設し
た。【日経 11.25】

11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
ボンドIT（イスラ 復星集団
エル）
セントラル・グ
ループ（タイ）

設立時期など

進出地

京東集団

米フォード・
衆泰汽車
モーター
リッポー・グルー 招商局集団
プ（インドネシ
ア）
アマゾン・ドット・ 北京光環新網
コム（米）
科技

米テラフージア 浙江吉利控股
集団

フォルクスワー 安徽江淮汽車
ゲン（VW)
インテル（米）、 杭州海康威視
SAP（独）
数字技術（ハイ
クビジョン）
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事業項目

投資額

概要
イスラエルの金融ベンチャー、ボンドIT
に1425万ドル（約16億円）を出資する。
【日経 11.1】
タイ小売最大手セントラル・グループと同
国で通販サイトを開くと発表した。【日経
11.3】
折半出資で合弁会社を作り、浙江省に
新工場を建設する。【産経 11.10】
インドネシアのリッポー・グループが病院
運営事業をアジア全体に広げる。中国
国有の招商局集団と提携、招商局が中
国に持つ病院の運営に参画する。【日経
11.11】
米アマゾン・ドット・コムは中国で手掛け
ているクラウドサービスに使う通信設備を
中国のIT(情報技術）企業、北京光環新
網科技に売却する。【日経 11.15】
ボルボ・カーの親会社 浙江吉利控股集
団は2019年に「空飛ぶ車」の市場投入を
目指す米テラフージアを買収すると発表
した。買収金額など条件は開示していな
い。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲｼﾞﾋﾞﾈｽｱｲ 11.15】
合弁事業を通じて18年上半期からEV生
産を開始する。【日経 11.17】
今年に入り、米インテルや独SAPなどと
相次ぎ提携し、ロボットやドローンを使っ
た移動体による監視という新分野の開拓
に乗り出した。【日経 11.29】

