資料日中経済17年10月

’17-10
資料日中経済17年10月号
平成29年11月04日発行

（2017年 10月1日～30日）
発行所

発行人

本誌は公刊されている紙誌をデ－タとして、
毎月整理したものである。

一般財団法人日中経済協会
Japan-China Economic Association
〒102-0071 東京都千代田区富士見
1-1-8 千代田富士見ビル2階
日中経済協会 調査部

不許転載 ©日中経済協会

□
中国関連の合弁・全額出資・合作企業
中国関連事業変更・再編・撤退企業
対中市場参入（貿易等）
中国企業・機関の海外進出

日本企業
日産化学工業

P1
P3
P4
P4～5

□

中国関連事業拡大企業
対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
中国支店・事務所開設

P1～3
P3
P4

10月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
設立時期など
所在地
事業項目 資本金
概要
蘇州市
現地法人を設立し、現地のディスプ
レー向け材料の顧客に対する技術
支援を強化する。【日経産業 10.03】
2018年 浙江省寧波
100％出資の新会社「日立金属(寧
11月
市
波）」を設立し、加工した製品を地元
の自動車部品メーカーや金型メー
カーに供給する。【日刊工業 10.11】
2018年1月
180万ド 中国・湖北省で自動車部品の製造・
ル（約2億 販売子会社を設立する。【日経産業
円）
10.18】
2017年
中国事業の統括「丘比」を設立し、
11月中
中国市場で現地法人が行っていた
経営管理や事業戦略策定などを一
本化する。【日刊工業 10.25】
0 蘇州市
日立化成工業開発センターに異方
導電フィルムの実装から解析までを
評価する「インテグレーションラボ」を
新設した。【日刊工業10.25】
18年6月 江蘇省・無
高級工具鋼流通加工会社を設立し
稼働
鍚市
た。【日刊工業 10.31】

三光合成
キューピー

日立化成

住友商事・大同
特殊鋼

中国企業・機関 現地企業

10月の中国関連事業拡大企業
所在地
事業項目 事業費

設立時期など

京濱大洋冷暖
房工業

信越化学工業

王子ホールデ
ィングス

次

中国企業・機関 設立企業名

日立金属

日本企業
ケーヒン

目

江蘇省南通
市

1 / 5 ページ

概要
欧州中国大連での自動車用空調向
け熱交換生産拠点の能力を増強す
る。【日刊工業 10.03】
中国子会社の信越光棒と長飛信越
光棒の生産能力を倍増し、光ファイ
バーの主要材料を増産する。【日経
10.06】
約30億円 江蘇省南通市にある製紙工場で紙
の原料となるパルプを外販用に加工
する設備を増設する。約30億円を投
じて18年のパルプ外販量を現在の2
割増に引き上げる。【日経 10.08】

北越紀州製紙

横浜ゴム

広東省

100億円 広東省で白板紙を生産する工場を3
弱
年以内に増強する。投資額は100億
円弱を見込む。【日経 10.08】
2019年をメドに自動車部品事業で中
国に進出する。【日刊工業 10.10】

広州市

広州市のサスペンション部品工場に
型締め力3500トンのトランスファープ
レス機を導入し、12月に稼働する。
【日刊工業 10.10】
台湾の携帯電話販売会社「オーロラ
テレコム」に出資し、株式の33％を取
得する契約を結んだ。出資を通じて
シャープ製品の販路を拡大する。【ﾌ
ｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 10.11】
半導体や薄型ディスプレー製造に使
うスパッタリングターゲットの中国での
営業に携わる人員を10人弱に増や
し、中国資本の工場からの受注拡大
を目指す。2，3年内に中国人営業ス
タッフの採用にも乗り出す。【日刊工
業 10.13】
中国・広東省の生産拠点に25億円
を投じて新棟を建設し複合機の中核
部品の生産能力を2.5倍に高める。
【日経 10.14】
6月に稼働した中国・の南通工場を
増強する。2018年に模型工場棟を
建てて発泡加工機などを追加する。
【日刊工業 10.18】
2020年以降に発売する主力車の全
てに電動車を追加する。中国でも早
期に電動車を投入する。【日経
10.19】
新たな通信規格「メカトロリンク4」を
開発した。日本や中国、米にわたる
約3000社の会員企業で2018年度以
降、対応機器を開発していく。【日経
産業 10.19】
台湾に、半導体製造工程用テープ
工場を新設すると発表した。投資額
は約50億円。2019年9月に営業運転
を始める。【日刊工業 10.24】
中国の完成車工場の生産能力を現
在の2倍となる年26万台規模に引き
上げる。【日経 10.25】
天津市に4ヶ所目となるショッピング
センター イオンモール天津津南を
開業した。【日経 10.28】
開発、運営支援を手掛ける地下鉄
駅構内の商業施が上海市で開業し
た。【日経 10.31】
中国に電気自動車（EV)向け半導体
システムの開発拠点を新設する。
【日経 10.31】
AT（自動変速機）の生産を現状の3
割増となる1250万台に拡大する。約
1000億円を投じて、国内や中国での
工場の新増設で生産能力を130万
台引き上げる。【日経 10.31】

2019年
目処

ヨロズ

シャープ

JX金属

京セラ

広東省

虹技

江蘇省南通
市

25億円

三菱自動車

安川電機

三井化学

2019年9月

三菱自動車

2018年 湖南省
稼働

イオン

天津市

東京急行電鉄

上海市

ルネサンスエレ
クトロニクス
アイシン精機

日本企業

約1000
億円

10月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
設立時期など
所在地
事業項目 事業費

中国企業・機関 現地企業
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概要

ホンダ

2018年には中国、19年には欧州で
EVを発売する予定。国内の生産能
力を2割強削減、2021年度をメドに
狭山工場を閉鎖し、寄居工場に集
約する再編策を発表した。【日経
10.05】
中国・香港の子会社(日立金属、日
立租賃、日立商業保理）の全株式を
日立金融管理に譲渡し、11月1日に
も同社を中間持ち株会社とする。【日
刊工業 10.05】
山東省のセメント製造会社を現地の
大手建材メーカーに売却し、中国の
セメント事業から撤退した。【日経
10.08】
青島ビールについて保有する20％
弱の株式の売却を検討すると発表し
た。【日経 10.13】
2012年モデルから中国に生産を移
管していたが、新型カブを熊本製作
所で生産する。【日経産業 10.20】
中国のデジタルカメラ工場を閉鎖す
る。【日経 10.30】
中国の樹脂コンパウンド（混練）工場
を小ロットの受注に適した生産体制
に変更する。【日刊工業 10.30】
中国での化粧品生産から撤退する。
年内にも現地生産子会社の高絲化
粧品を売却する。【日経 10.31】

日立キャピタル 日立金融管理

三菱マテリアル

アサヒグループ 青島ビール
ホールディング
ス
ホンダ

ニコン
帝人

中国工場
（上海）

コーセー

日本企業

中国企業・機関

ソフトバンク

メディアテック

ツムラ

アシックス

達音創研股份

ベネフィットワン

中銀通支付商
務

10月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
所在地
事業項目 契約額
概要
IOT通信で提携し、技術協力を深め
る。【日経 10.03】
中国平安保険グループからの出資
が完了した。合弁会社も立ち上げ、
ITと漢方で中国市場の開拓や原料
の確保で連携する。【日経産業
10.16】
アシックスと共同で靴底を素早く15
秒で成型する技術を開発した。【日
経産業 10.20】
中国からの観光客に対するサービス
を拡充させる。提携する飲食店で
「妙計カード」を使うと優待価格で利
用できるようにする。【日経 10.30】
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日本企業
常石造船

10月の対中市場参入（貿易等）
事業項目 貿易額

本社所在地

京都信用金庫

富士ゼロックス

ホンダ
オイシックスドッ
ト大地

UCCホールディ
ングス

2019年1
月

味の素AGF

10月下
旬

18億円

JR東日本、
JR西日本

スバル
スターフライ
ヤー
イオン

日本企業
ジーテクト

本社所在地

日本・外国企業 中国企業・機関
比亜迪（BYD)

支店・事務所名

10月の中国支店・事務所開設
現地所在地 事業項目
10月中 上海市
設立時期など

10月の中国企業・機関の海外進出
進出地
事業項目 投資額

設立時期など

Mobike（摩拝
単車）
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概要
大型客船事業に参入する。2020年
代前半に中国浙江省に持つ造船所
で大型造船を建造する。【日経
10.05】
決済サービスのスタートアップ企業
のコイニー（東京・渋谷）と提携し、中
国の決済サービス「ウィーチャットペ
イ」に対応したサービスを手掛ける。
【日経産業 10.06】
11月に日本でデジタル印刷機の高
級機を発売し、順次中国などアジ
ア・太平洋地域でも発売する。【日経
産業 10.06】
小型ビジネスジェット機「ホンダジェッ
ト｣を中国で販売することを発表した
【日経 10.10】
2017年12月までに上海市に住む日
本人を対象に現地の青果などの宅
配事業を始める。18年中には中国人
向けにも展開する。【日刊工業
10.13】
アジアでレギュラーコーヒー市場が
拡大しており台湾に新工場を設け
る。【日経 10.17】
アジアでレギュラーコーヒー市場が
拡大しており中国とインドに進出す
る。【日経 10.17】
10/30から交通系ICカードとクレジッ
トカードを使って東海道・山陽新幹
線の座席をオンラインで購入できる
「スマートEX」で訪日外国人向けの
サービスを始める。【日経 10.20】
2018年に中国と欧州に初めてハイブ
リット車を市場投入する。【日刊工業
10.25】
2018年10月から台北線で国際線定
期便に再参入する方針を固める。
【日経 10.27】
中国で「独身の日」にECサイト上で
大型バーゲンセール「サイバーE
セール」を実施する。【日刊工業
10.31】

概要
10月中に上海市に駐在事務所を設
け、EVに必要な軽量で高剛性な車
体部品の現地開発などを目指す。
【日刊工業 10.10】

概要
米カリフォルニア州のEVバス・トラッ
ク工場を拡張し、年産台数を10倍以
上の1500台に増やすと発表した。
【日経 10.07】
米ワシントンでの自転車シェアサー
ビスを開始した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱ
ｲ 10.17】

米ウォルマート・ 京東集団
ストアーズ

MUJIN

京東集団は米ウォルマート・ストアー
ズと会員システムを共通化して共同
で商戦を展開する。【日経 10.18】
ドイツ同業アルミ二ウムウェルク・ウナ
を買収した。【日経産業10.19】

中国忠旺（ア
ルミ二ウム製
品メーカー）
JD.com

中国のインターネット大手のJD.com
から物流ロボットシステムを受注し
た。上海に新設する全自動型の大
型物流施設に18台の多軸ロボットや
MUJINのロボットコントローラーなど
のシステムを納める。【日刊工業
10.20】
スマートフォンを使った決済で中国
電子商取引（EC)最大手、アリババ
集団傘下のアント・フィナンシャルと
提携した。QRコードを読み取って決
済するアントのシステムに対応させ、
利用者拡大を目指す。【日経 10.26】

グローブ・テレコ （アリババ集団
ム
傘下）
ア
ント・フィナン
シャル

Eインク・ホー
ルディングス

独医薬品メーカーのLTSと提携し、
医療用パッチを開発すると発表し
た。【日経産業 10.27】
50億元 中国で米ステラが先行する高級電気
（約850億 自動車（EV）市場に本格参入する。
円）
【日経産業 10.30】
オーストラリアでリチウム鉱山を開発
している資源会社に出資し、EV電池
の安定供給を狙う。【日経産業
10.31】

ボルボ・カー
ピルバラ・ミネラ 長城汽車
ルズ
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