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6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
7月

深圳市

7月

シミックホー
ルディングス

上海復星医薬
グループ

日本企業
シャープ

中国企業・機関

P1～2
P3
P3

概要
使用済み溶剤のリサイクル機器を販
売する100％出資子会社「瑞環科技」
を設立した。7月から営業を始める。
【日刊工業 06.02】
中国セメント大手コンチグループと
の合弁会社として初の独自開発製品
となるセメント排熱発電設備向けボ
イラを完成した。中国や東南アジア
で拡販する。【日刊工業 06.06】

安徽海螺川崎
工程

日立オートモ
ティブシステ
ムズ
ヤクルト本社

©日中経済協会

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

中国企業・機関 設立企業名

日本リファイ
ン

川崎重工業

不許転載

ホンダと合弁会社を7月に設立して、
今後中国と米国で生産を始める計
画。【日刊工業 06.09】
乳酸菌飲料「ヤクルト」、「ヤクル
トライト」を生産する工場を着工す
ることを発表した。2019年3月の生産
開始を目指す。【日刊工業 06.16】
2000万元 合弁会社を設立すると発表し、資本
（約3億2 金2000万元（約3億2千万円）でシ
千万円） ミックグループが計51％を出資す
る。【日経産業 06.20】

広東省佛山
市

江蘇省蘇州
市

6月の中国関連事業拡大企業
現地企業

設立時期など

所在地

鴻海精密工業

第一三共

昭和電工

江蘇省

VERENA

福建省
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事業項目

事業費

概要
鴻海精密工業のメガソーラー部材を
採用し、工期を半減する。【日経産
業 06.05】
2017年度に中国の上海工場に約30億
円投じて生産棟を新設する。咳止め
薬などを増産する。【日経 06.08】
江蘇省の高純度アルミ箔工場の生産
能力を現状比33.3％増の月800トンに
増強する。数億円を投じて製造設備
を増設する。11月の稼働予定。【日
刊工業 06.09】
福建省の大規模商業施設への出店支
援サービスを9月をめどに始める。店
舗運営や物流、決済代行などをパッ
ケージ化して提供する。【日刊工業
06.09】

ホンダ

2019年
前半

トヨタ

武漢市

広州市

三菱商事
住友商事
大川原製作所

杭州市
上海通華不銹
鋼圧力容器工
程

日清紡ホール
ディングス

日清紡ホール
ディングス

7月

山東省煙台
市

安川電機

2019年

江蘇省常州
市

ナブテスコ

2017年
中

川崎重工業

2017年
度中

不二越

2018年
まで

ニプロ

サンスターラ
イン

三浦工業

太陽日酸

太陽日酸

日本企業

江蘇省

中国企業・機関

現地メーカー東風汽車との合弁会社
の東風ホンダ汽車の第3工場となる新
工場を着工し、生産能力を年間63万
台に高める。【日刊工業 06.13】
合弁工場内に第3ラインを新設し、約
525億円を投資し、生産能力は現在よ
り10万台増える計画。天津市の工場
にも焼く590億円を投じ、老朽ライン
を新ラインに切り替える方針。【ﾌｼﾞ
ｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 06.13】
今後7年で中国で1万3000戸を供給す
る。【日経 06.16】
杭州市で約800戸を建設する。【日経
06.16】
民間向け環境装置で提携する上海通
華不銹鋼圧力容器工程との関係を強
化し、連携を活発化して市場開拓を
進める。【日刊工業 06.16】
200億円 中国と米国でブレーキ材の生産を増
強する。中国に新工場を建設、ガソ
リン車に加え、電気自動車向けに供
給する。【日経 06.19】
韓国のグループ会社が新会社を設立
し、60億円を投じてブレーキ摩擦材
の新工場を建設する。2019年から稼
働を始める。上海郊外の日清紡の拠
点でも生産能力を増やす。【日経産
業 06.20】
産業用ロボットを生産している中国
の江蘇省常州市の工場敷地内に新棟
を建設、中国の月産台数を現在の2倍
に増やす。【日経 06.20】
産業用ロボットの間接部分に使う精
密減速機を主力工場の日本と中国の
工場で増産し、生産能力を2割増に拡
大する。【日経 06.20】
中国の産業用ロボットの主力工場の
生産を約8割増しの7000台にする。
【日経 06.20】
中国で産業用ロボット新工場を稼動
し、生産能力を約3倍の月3000台にす
る。【日経 06.20】
子会社の尼普洛医療器械の工場で
2017年内に設備増強し、人工腎臓の
中国の生産能力を2倍に引き上げる。
【日経 06.21】
高速フェリーの日中・日露航路を利
用する顧客を増やすため東京と大阪
で営業スタッフを増強する。【日刊
工業 06.22】
中国で省エネボイラーの営業体制を
拡充する。現在、中国全土で約100カ
所ある営業拠点を2019年3月末までに
1.5倍の約150カ所に増やす。【日経
産業 06.28】
30億～40 中国に半導体の製造工程に使う特殊
億円
ガスの新工場を建設する。2019年稼
働予定で、中国では半導体工場の新
設が相次いでガス需要が高まる見込
み。【日経 06.29】
新工場を建設し、半導体向けガスの
生産能力を引き上げる。【日刊工業
06.30】

6月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
現地企業 設立時期など 所在地
事業項目 事業費

パナソニック

概要
今後1年かけ、換気扇の米国向製品の
開発機能を中国から米国に移管す
る。【日刊工業 06.02】
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神戸製鋼所
トヨタメディ
アサービス

日本企業

中国の北京事務所を1日付けで廃止し
た。【日刊工業 06.02】
中国の子会社の社名を「トヨタコネ
クティッド・ペキン」に変更する予
定。【日経産業 06.14】

2018年

中国企業・機関

6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

SOMPOホール
ディングス

衆安在線財産
保険

三菱重工環
境・化学エン
ジニアリング

杭州新世紀能
源環保工程
（HNC)

上海市

三菱ケミカル
ホールディン
グス

北京京東世紀
貿

北京市、上
海市、広州
市

NTTドコモ

中国移動
（チャイナ・
モバイル）
シノペックエ
ンジニアリン
グ

島津製作所

横河電機中国

日本企業

本社所在地

6月の対中市場参入（貿易等）
事業項目 貿易額

東京製鉄

概要
中国から原料の鉄スクラップをの輸
入を始めた。大手電炉による中国か
らの調達は初めて。【日経産業
06.05】
2018年までに中国専用のEVを投入す
る。【日刊工業 06.09】
訪日客のリピーター獲得のため、香
港に訪日旅行専門店を20日に開設す
る。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 06.17】
6月中にも中国に拡張現実（AR）作成
ソフトの販売拠点を開設する。上海
の印刷会社など4社と組み、中国国内
で需要が伸びるAR業界での活用を見
込む。【日経06.21】
台湾で10月に現地の百貨店最大
手、、新光三越に旗艦ショップを出
す。21年末までに累計10億円以上の
売上を目指す。【日経 06.23】
中国大手不動産開発会社である朗詩
集団と提携し、杭州市で住宅開発事
業に参画する。【日刊工業 06.23】

ホンダ
ＪＴＢ

スターティア
ラボ

エノテカ

住友商事

日本企業

概要

アリババ集団系の衆安在線財産保険
と提携し、訪日中国人向けの旅行保
険を拡販する。電子決済の支付宝
（アリペイ）や携程旅行網（シート
リップ）で取扱い、年50件の販売を
見込む。【日経 06.15】
中国の上海市向けに大型ゴミ焼却施
設を受注した。1日6000㌧処理でき
る。2018年7月の納入完了を目指す
【日経産業 06.19】
地元大学や研究機関との共同研究を
拡大することを明らかにした現在
80ヶ所で展開する共同研究室を今後3
年間で120カ所まで増やす。【日経
06.20】
北京京東世紀貿と植物工場システム
で提携した。人工光と太陽光を併用
した水耕栽培のほか。野菜の栽培・
衛生管理などの技術を提供する。
【日刊工業 06.22】
NTTドコモと中国移動（チャイナ・モ
バイル）は海外の通信サービスで提
携した。【日経産業 06.28】
横河電機は子会社の横河電機中国が
中国石油化工集団の子会社 シノ
ペックエンジニアリングとパート
ナー契約を締結したと発表した。
【日経産業 06.28】

本社所在地

6月の中国支店・事務所開設
現地所在地 事業項目

支店・事務所名 設立時期など
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概要

外国企業

中国企業・機関

ダイムラー

北京汽車集団
の子会社

ポリュス・グ
ループ

復星集団

ペンシルベニ
ア交通局
（米）

中車唐山機車
車両（中車唐
山）

CIMBグルー
プ・ホール
ディングス

中国銀河証券

タンザニア政
府

中国港湾工程
（CHEC)

リヨン航空学
校

吉林動画学院

ノルウェー企
業

武昌船舶重工
集団

豪コール・ア
ンド・アライ
ド

ヤンコール・
オーストラリ
ア

プラット・ア
ンド・ホイッ
トニー・カナ
ダ

中国航空工業
集団

6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

概要

北京汽車集団の子会社に少額出資を
発表し、北京汽車との合弁工場でも
追加投資を決め、高級EVなどを生産
する。【日経 06.02】
民営投資会社、復星集団はロシアの
金採掘最大手のポリュス・ゴールド
に出資することで合意したと発表し
た。8億8700万ドル（約980億円）を
投じ、ポリュス株の10％を取得す
る。【日経 06.02】
約11億元 中国中車傘下の中車唐山機車車両
（約177 （中車唐山）は先月上旬、米国ペン
億3200万 シルベニア州の南東ペンシルベニア
円）
交通局からステンレス製2階建て鉄道
車両45両を約11億元（約177億3200万
円）で受注した。さらに10両追加受
注も見込まれている。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｱｲ 06.08】
マレーシアの金融大手、CIMBグルー
プ・ホールディングスの海外証券取
引部門の持ち株会社CMBセキュリ
ティーズ・インターナショナルの株
式50％を取得する。【日経 06.09】
タンザニア政府は、タンザニア最大
の経済都市ダルエスサラームの主要
港の拡張工事について総額1億5400万
ドルの契約を結んだ。【日刊工業
06.13】
吉林動画学校がフランスのリヨン航
空学校を買収することで合意、両校
は調印式を行った。(ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱ
ｲ 06.13】
一括で請け負ったノルウェーの海上
養殖装置が6月上旬ノルウェー企業に
引き渡された。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
06.20】
豪子会社 コール・アンド・アライ
ド（C&A)の売却交渉で中国系のヤン
コール・オーストラリアを売却先に
選んだと発表した。売却額は24億
5000万㌦(約2700億円）【日経
06.22】
傘下の企業、中航飛行が中国で製造
されている航空機「新舟700」のエン
ジンシステムに関する主契約に調印
したと明らかにした。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｱｲ 06.30】
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