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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

パナソニック

設立時期など

所在地

パナソニック
オートモーティ
ブエナジー大
連

ソフトバンクグ （滴滴出行親
ループ・キャピ 会社）小結快
タル
智
日清食品ホー
ルディングス

浙江省

リンナイ

上海市内

ホンダ

武漢

パナソニック

シャープ

広東省深圳
市

菊水化学工業

日立造船
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事業項目

資本金

概要
合弁会社が車載用リチウムイオン電
池の新工場を建設し完成した。2017
年中度中に角形電池用セルの生産
を始める。【日刊工業 05.02】
中国の滴滴出行が4月に実施した55
億㌦（約6260億円）の資金調達でソ
フトバンクグループ傘下のソフトバン
クグループ・キャピタルが20億㌦を親
会社の小結快智に出資した。【ﾌｼﾞｻ
ﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.11】
カップ麺の新工場を約3億5千万元
（約57億円）を投じ新設、浙江省で5
月下旬に稼動させる。【日経 05.11】
約5億元を投じ上海市内に新工場を
開設した。【日経05.11】
湖北省武漢に新工場を建設中。【日
経 05.11】
遼寧省大連で自動車用電池の工場
を開所した。2017年度中に生産を始
める。【日経 05.11】
研究開発センターを設立し、新興国
向けの製品を強化する。鴻海精密工
業とも連携し、製品の品揃えを拡充
する。【読売 05.12】
中国国営の建材商社との合弁会社
の菊水建材科技・常熟が建築用塗
料などを製造する新工場を完成し、5
月末をめどに本格稼働を発表した。
【日刊工業 05.12】
江蘇省鎮江市に舶用エンジン部品
の新工場を完成した。【日刊工業
05.18】

神戸製鋼所

自動車用のアルミ二ウムパネル材を
生産する中国・天津の現地法人「神
鋼汽車鋁材」の開業式を開いた。天
津工場の生産能力は念10万トンで、
2020年のフル操業を目指す。【日刊
工業 05.19】
12億円を投じ、子会社の上海愛知
鍛造にクランクシャフト用の鍛造プレ
スレインを新設し、生産能力を従来
比4割高めると発した。【日刊工業
05.24】
中国にポリプロピレン樹脂の配合拠
点と熱可塑性エラストマーの生産拠
点を新設する。生産能力はそれぞれ
約15億円
年間7500㌧と同5000㌧で2018年夏
から順次稼働させる。【日経産業
05.25】
有機エレクトロ・ルミネッセンス（EL）
事業の現地法人を設立した。資本金
は530万元（約9000万円）。【日刊工
業 05.26】
中国の製造子会社日立金属科技と
日本の工場の両製造ラインを総額25
億円を投じて増強し、18年度下期ま
でに増産体制を整える。【日刊工業
5.26】
中国・常熟市に自動車。2輪車用
ホースを生産、販売する子会社を設
立する。【日刊工業 05.29】
静電気技術を活用した半導体関連
製品などの工場を中国上海市に開
設稼働した。投資額は約1億円。【日
刊工業 05.31】

天津

愛知製鋼

住友化学

出光興産

上海

日立金属

ニチリン
クリエいティブ
テクノロジー

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 現地企業

設立時期など

所在地

コロワイド

西部技研
日産自動車

2018年
鄭州日産汽車

真岡製造所
ハウス食品グ
ループ
カルビー

事業項目

事業費

概要
傘下のレイズインターナショナルを通
じて今後5年で130店まで広げる。
【日経 05.03】
中国で揮発性有機化合物（VOC)濃
縮装置を5割程度増産する。【日刊
工業 05.04】
新型ピックアップトラック「ナバラ」の
生産を開始した。【日経 05.09】
200億円規模を投じ、2020年をめど
に最終加工の能力を増やす。【日経
05.10】
中国で3カ所目のカレールウの新工
場を浙江省で建設し、生産量を倍に
増やす。【日経 05.11】

シリアルを製造する生産棟を京都工
約70億円 場に新設する。主に中国向けに輸
出する。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.11】

2018年
夏

広東省にある即席麵の工場にポテト
チップスの生産ラインを新設し、中国
でポテトチップスの生産・販売を始め
る。【日経 05.12】
中国のFA工場でITプラットフォーム
（基盤）を導入し、調達活動の改善
につなげる。【日刊工業 05.12】
高純度アルミ箔の中国での生産能
力を3割増やすと発表した。【日経産
業 05.12】

日清食品ホー
ルディングス
三菱電機
昭和電工
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IHI

江蘇省

アステクノス

広州市

無錫石播増圧器公司で10億円強を
かけ、顧客向けの評価設備や出荷
前検査の設備を増強する。【日経産
業 05.30】
FA(工場自動化）システムの組立工
場を設置する。【日刊工業 05.31】

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 現地企業

設立時期など

所在地

事業項目

事業費

日立造船

川崎重工業

日産自動車

GSRグループ

概要
中国の合弁会社、鎮江中船日立造
船が17日付けで竣工したと発表し
た。工場敷地面積を従来工場の3倍
に広げて、生産能力を高めた。【日
経産業 05.18】
中国に合弁会社2社と一体運営を強
化。【日経産業 05.23】
日産自動車は車載用電池子会社に
ついてGSRグループと最終調整に
入った。売却額は1100億円前後。
【日経 05.29】

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

安川電機

所在地

事業項目

契約額

安川電機と美的集団が提携を本格
化する。サービスロボット事業ではリ
ハビリ支援装置、産業用ロボットでは
エアコン工場から炊飯器工場などに
も導入を広げる。【日刊工業 05.18】

美的集団

ルネサスエレ
長城汽車
クトロニクス

シャープ

鴻海精密工業

ニイガタマシ
ンテクノ

海天国際

概要

自動運転技術や電気自動車（EV）な
どで提携する。【日経 05.25】
鴻海精密工業と共同で検討している
米国の液晶パネル工場への投資額
が8千億円を超える規模になる予
定。東証1部には6月末に申請し来
年3月までに実現する予定。【日経
05.28】
射出成型機で低価格機の共同開発
を始めたと発表した。【日経産業
05.31】

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

マスダック

貿易額

概要
中国市場でのカップケーキ製造ライ
ンの販売に乗り出す。【日刊工業
05.02】

高見沢サイバ
ネテックス

発券機大手の同社は駅の券売機に
搭載する硬貨処理ユニットの新シ
リーズを今年中に中国で投入する。
2017年度中に試行販売し、2018年
度からの本格販売を目指す。長野県
佐久市にある同社工場で生産し中
国に輸出する。【日経産業 05.11】

セコム

家電大手の海爾集団（ハイアール）
と業務提携し、警備機器を共同開発
し、中国の家庭向け警備サービス事
業に本格参入する。【日経 05.12】
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中国で富裕層を対象とした医療保険
をうりだした。【日経 05.16】

日本生命保険

台湾で業務用空調機の販売に本格
参入する。【日経 05.16】
中国市場に安全運転の支援機能を
搭載下カーナビを投入する。【日経
05.17】
シリアル食品「フルグラ」を中国の通
販サイトで販売すると発表した。【ﾌｼﾞ
ｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.26】
中国で電極接合装置を中国で拡販
する。【日刊工業 05.26】
人工透析用液剤の原料で中国市場
に参入する。2018年3月までに中国
子会社を通じて現地の病院に同液
剤を試験提供する。【日刊工業
05.30】
複合部品を組み合わせる新たな設
計手法を導入氏し、19-20年には新
設計手法を採用した電気自動車
（EV)を中国市場に投入する。【日刊
工業 05.31】

ダイキン工業
クラリオン
カルビー
東京三菱電機
産業システム
マナック

ホンダ

5月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業 本社所在地

ロコパート
ナーズ

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地 事業項目

2017年7
月

IDOM

概要
中国に子会社を設立する。通話アプ
リ「微信（ウィーチャット）」などで販促
約800万 を進め、訪日事業を拡大する。親会
円
社のKDDIも中国に拠点を持ってい
るため、マーケティングのノウハウを
共有する。【日経 05.29】
中古車販売ガリバーを運営する
IDOMは中国市場へ進出、湖北省武
漢市内に1号店をオープンした。3年
以内に武漢市内で20店舗、全土で
500店舗まで増やす計画。【ﾌｼﾞｻﾝｹ
ｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.29】

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

進出地

米ネットフリッ
愛奇芸
クス
中国核工業集
団
エアアジア

2018年 アルゼンチ
末
ン

中国光大集団

セブン・ドリー
マーズ・ラボラ 復星集団
トリーズ
ボルボ・カー

中国浙江吉利
控除股集団
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事業項目

投資額

概要
コンテンツのライセンス契約を結ぶこ
とで合意した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
05.10】
アルゼンチンに原発を2基建設す
る。建設費は総額125億㌦（1兆4100
億円）。【日経 05.10】
中国にLCCを導入し、合弁会社エア
アジア・チャイナを設立する。【日経
05.16】
日本のセブン・ドリーマーズ・ラボラト
リーズに出資、業務提携し、全自動
の全自動の衣類折り畳み機を開発
する。【日経 05.19】
最高級セダンの中国生産を決め、中
国浙江吉利控除股集団のもとで海
外展開を加速する。【日経産業
05.23】

マレーシアのプロトン・ホールディン
グスの株式49.9％を取得する。プロト
ン保有のロータスの株式51％も譲り
受ける。両社の株式取得を通じて、
アジアや欧州市場での事業強化を
目指す。【日経産業 05.26】

プロトン・ホー 浙江吉利控股
ルデイングス 集団
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