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9月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本企業
中国企業・機関 設立企業名
GKNドライブライ
ンジャパン

設立時期など

所在地

事業項目

資本金

概要
愛知県常滑市に自動車のギアなど駆動
系部品を作る新工場を建設する。名古
屋の既存の工場を移転し、日本・中国・
タイなどへの供給拠点とする。【日刊工
業 09.08】
中国・成都市に鉄道車両向けの電機品
を製造する合弁会社を設立した。パンタ
グラフを製造する。【日経産業 09.14】
中国・上海の医療機器メーカーのUIHと
共同研究所を設けた。【日経 09.20】
中国事業を総括する純粋持ち株会社
「バンダイナムコホールディングスチャイ
ナ」を12月に設立する。【日経 09.21】
資本業務提携を発表した。合弁会社を
設立し、中国市場に参入する。【毎日
09.23】
合弁会社設立の契約を結んだ。カル
チュア・コンビニエンス・クラブの書籍や
雑誌を中国の書店を通じて販売する。
【日経 09.28】

事業費

概要
高画質の8Kテレビを中国で発売する。
【日経産業 09.01】
香港にめがね店の「ゾフ」を初出店する。
【日経 09.06】
中国工場で自動車シート用の合成皮革
の生産能力を現状比40％増強する。
2018年春頃の稼働を目指す。【日刊工
業 09.07】
スマートフォンなどに使うフレキシブル基
板（FPC)用の電子材料を台湾子会社で
増産する。中国や台湾のスマホ関連部
品メーカーからの受注拡大を受け、生産
能力を約3割引き上げる。【日経産業
09.07】

東洋電機製造

藤田保健衛生
大学
バンダイナムコ
ホールディング
ス
ツムラ
中国平安保険
集団
カルチュア・エ 中信出版集団
ンタテインメント

9月の中国関連事業拡大企業
日本企業
シャープ
インターメス
ティック
セーレン

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

10月
10月

有沢製作所
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事業項目

住友大阪セメン
ト

約12億円 通信速度毎秒100ギガビットに対するLN
変調器の生産を9月中にも中国で始め
る。すでに広東省の製造子会社で生産
設備の増強工事を完了した。投資額は
約12億円。今後は国内生産を含め、
2019年度末までに生産の能力を16年度
比を2倍強に引き上げる。【日刊工業
09.08】
日米中で工作機械の主要部品の「精密
ボールねじ」に数十億円を投じて増産す
る。米インディアナ州と中国・瀋陽の工場
では、設備生産を増強し2019年ごろまで
に1割増産する計画。【日経 09.09】

日本精工

三菱重工業

中国で自動車のエンジンに取り付ける
ターボチャージャー（過濾器）を年2割
ペースで増産する。【日経 09.12】
中国で運営する合弁造船会社の生産自
動化を拡大する。【日刊工業 09.13】
中国・江蘇省の工場でパン材料のマー
ガリンを3割増強する。【日経 09.13】
中国・上海にある自動車エンジンに取り
付けるターボチャージャー（過濾器）の生
産拠点に、試験・分析機器を順次導入
する。【日経産業 09.15】
中国の協力工場で婦人服地生産を拡大
し、アパレルメーカーの現地の縫製工場
に供給する。【日刊工業 09.15】
中国工場の生産設備に約15億円を充
て、設備投資を上積みする。【日経産業
09.25】
新たに老人ホームを計3カ所設ける。【日
経産業 09.26】
出光興産と連携し、ボイラ燃焼制御最適
化システム「アルティ」の海外販売を始め
る。中国では火力発電所や製鉄所など
に提案して普及拡大に取り組む。【日刊
工業 09.29】

川崎重工業
不二製油グ
ループ
三菱重工業

今秋
今秋

鈴憲毛織

シークス

メディカル・ケ
ア・サービス
郵船商事

広州市・北京
市

9月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
文化シャッター

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

日鉄住金物産
ジーユー（GU）
ホンダ
小糸製作所

上海小糸車灯

華域汽車系
統

概要
2013年に台湾のシャッター大手と設立し
た住宅用シャッターの合弁会社を解散
すると発表した。【日経 09.06】
広東省にある鋼板を切断加工する2社を
集約したことを発表。【日経 09.12】
衣料品の追加発注分を中国で生産する
ようにする。【日経 09.12】
5年ぶりに二輪車「スーパーカブ」の生産
を中国から日本に戻す。【日経 09.27】
小糸製作所は自動車用ランプの生産販
売を手掛ける中国の連結子会社「上海
小糸車灯」の全持ち株を中国の自動車
部品メーカー「華域汽車系統」に売却す
る。売却額は約240億円。【日刊工業
09.29】

9月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
中国企業・機関
三菱重工メカト 江蘇政田重工
ロシステムズ
モービルアイ

所在地
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事業項目

契約額

概要
クレーン2製品の製造・販売ライセンスを
供与すると発表した。【日刊工業 09.05】
中国に進出拡大する。中国の電気バス
メーカーや電気自動車メーカーと提携し
先端運転支援システムを提供する。【日
経 09.08】

イノテック

香港CVPホー
ルディングス

ホンダ

東軟集団
（ニューソフト）

資本・業務提携契約を結んだ。CVPホー
ルディングスはイノテックの半導体検査
装置事業などを中国市場で展開し、販
売・マーケティングサポートを行う。資本
提携ではCVPホールディングスのグルー
プ会社がイノテックの167万株を買い付
ける。議決権割合は9.5％、買い付け時
期は未定。【日刊工業 09.08】
2018年に発売する電気自動車（EV)に搭
載する電池の制御システムをIT大手の
東軟集団と共同開発すると発表した。
【日経 09.11】
2018年発売の電気自動車（EV)を合弁
会社の東風本田汽車と広汽本田汽車の
両ブランド名でそれぞれ発売する。【日
経産業 09.12】
広東愛車小屋実業股份発展有限公司と
提携し、同社発行株の10％を取得した。
商品の共同開発や通販サービスで連携
する。【日経産業 09.13】
中国で、光通信用部品の生産体制を強
化する。12億円を投じて製造子会社「東
莞住創光電子技術」の設備を増強する。
【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 09.13】
高効率の次世代火力発電事業でタイと
台湾の企業と提携した。企業名は非公
表。【日経産業 09.14】
TISはフィンテック分野のサービスを提供
する上海訊聯数据服務公司と資本・業
務提携した。【日経産業 09.29】

ホンダ

オートバックスセ
ブン

住友大阪セメン
ト

Jパワー

タイと台湾の企
業

TIS

上海訊聯数据
服務公司

9月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
ペンシル

本社所在地

事業項目

ローソンHMVエ アリババ集団
ンタテイメント
まくら

コニカミノルタ
和光電研

大王製紙

今秋

東洋紡

資生堂

11月

三井物産

ツガミ

MUJJIN

貿易額

概要
日本企業向けに台湾での「現地支援
サービス」を始める。【日刊工業 09.01】
アリババ集団の旅行予約サイトに出店
し、日本の観光施設、美術館などのチ
ケット販売を始める。【日経 09.05】
中国で日本製まくらのインターネット販売
を始めた。ECモール「天猫国際」に出店
し、人気ブランド「王様」シリーズを販売
する。【日刊工業 09.05】
中国企業向けに環境対策の支援に乗り
出した。【日経 09.05】
医療機器の筋肉こり解消用ばんそうこう
「プチバン」の海外販売に乗り出す。まず
は中国市場で近く販売する。【日刊工業
09.05】
中国向けの電子商取引に参入し、紙お
むつ事業を強化する。【日経産業
09.06】
付加価値の高い化粧品原料の販売を中
国の化粧品メーカー向けに開始した。
【日刊工業 09.07】
シワ改善効果のあるクリームを中国で発
売すると発表した。【日経 09.13】
ベンチャー企業と開発した犬向けサプリ
メントを年内に中国で販売する。【日刊工
業 09.22】
100％出資子会社の「津上精密機床」が
香港証券取引所メインボード市場に上
場した。【日刊工業 09.26】
年内にも中国で汎用ロボットコントロー
ラーを展開する。【日刊工業 09.26】

9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

NTTデータ

中国・貴陽州

ビッグデータを活用して次世代の交通管
理システムなどを開発する研究所を開設
したと発表した。【日経産業 09.15】

9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
ルクセンブルク 聯想控股（レ
国際銀行
ジェンド・ホール
ディングス）
スターブリーズ 宏碁（エイサー）
（スウェーデン）

設立時期など

進出地

ロスネフチ（ロシ 中国華信能源
ア）

ゴジェック（イン 騰訊控股・京東
ドネシア）
集団
セントラル・グ
ループ（タイ）

京東集団

事業項目

投資額

概要
ルクセンブルク国際銀行を買収すると発
表した。買収額は14億8400万ユーロ（約
1900億円）【日経 09.02】
スターブリーズとの合弁会社を通じ、ドバ
イに建設される世界最大級の仮想現実
（VR)テーマパーク向けに頭部装着型VR
端末「スターVR」を供給する。契約期間
は5年間。【日経産業 09.08】
ロスネフチ（ロシア国営石油大手）の株
式14.2％を取得する。共同で資源開発
や製油所建設などの業務での提携も進
める。【日経 09.10】
二輪タックシー配車大手のゴジェックに
出資する。【日経 09.16】
タイ小売り大手セントラル・グループとタ
イで電子商取引関連の合弁会社を設立
する。合計出資額は5億ドル（約5500億
円）。【日経 09.16】
インドネシアに浴化磁気工場を建設中
で、18年6月までに稼働する予定。6000
万ユーロを投じる。【日刊工業 09.22】
チェコ、イタリア、ロシア、オランダに進出
することを発表した。【日経 09.26】

ROCA(香港の
浴室関連メー
カー）
北京拝克洛克
科技（シェア自
転車大手）
アルゴンメディ 山東威高集団
カルデバイスズ 医用高分子製
（米）
品（中国医療機
器メーカー）
ゼネラル・モー 上海汽車集団
ターズ（米）

同業アルゴンメディカルデバイスズを8億
5000万ドルで買収することで合意した。
【日刊工業 09.26】
上海汽車集団とゼネラル・モーターズの
合弁会社がインドネシア市場に正式に
参入した。【日経産業 09.29】
自動車大手、プロトン・ホールディングス
の株式の49.9％の取得を完了した。プロ
トン・ホールディングスは最高経営責任
者に中国の東風汽車出身の李春栄氏を
迎える。【日経 09.30】
ミントラと提携し、再進出する。【日経
09.30】

プロトン・ホール 浙江吉利控股
ディングス（マ 集団
レーシア）

ミントラ（インド） エスプリホール
ディングス(アパ
レル大手）
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