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4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

宸鴻科技
（TPK）

設立時期など

所在地

事業項目

資本金

概要
宸鴻科技（TPK）は深圳欧琲科技（ｵｰ
ﾌｨﾙﾑﾃｯｸ）と資本提携し、合弁会社も
設立する。【日経産業 04.20】
車向け電池工場が開所したと発表し
た。現地の電機メーカー大連遼無ニ
電器との合弁企業が運営し、今年度
に稼働する。【日経産業4.28】

事業費

概要
14億円を投じ、無錫アルプス電子の
敷地内に新棟を建設し、スマート
フォンのカメラ用部品などを製造す
る工場の能力を増強すると発表し
た。【日経 04.04】
中国で、今後4年間で現在の200店か
ら最大360店に増やす。【日経
04.06】
楊州市の工場で生産設備をを段階的
に増やし、電子ブレーキシステムの
部品の生産能力を20％引き上げる。
【日刊工業 04.07】
エアバック基布の生産能力を現行比
50％増の年2250平方メートルに引き
上げる。中国工場で約40％増強する
方針を固め、残りを新工場で補う検
討に入った。【日刊工業 04.07】

深圳欧琲科技
（オーフィル
ムテック）

パナソニック

大連市

4月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関
アルプス電気

現地企業

設立時期など

所在地

良品計画

日清紡ホール
ディングス

2020年

楊州市

帝人

2020年
度まで
に

江蘇省

キューピー

中国子会社

事業項目

中国子会社を通じ、江蘇省南通市で
業務用鶏卵加工品とロングライフサ
ラダの生産を始めた。【日刊工業
04.11】
中国事業を加速する。北京、上海に
加え、2017年内をメドに医薬情報担
当者（ＭＲ）拠点を広州に開設し、3
拠点体制を整備する。【日刊工業
04.11】
販売店を約1割増やし、1000店の大台
に乗せる。中国初の高級店を上海近
郊に設ける。【日経 04.15】

ソレイジア・
ファーマ

ホンダ
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井関農機

アルプス電気

中国での合弁会社が農業機械の現地
向けブランド「翼農」を立ち上げ、
年内に現地生産のトラクターなど3機
種を投入する計画。【日経 04.18】
中国の現地法人「無錫アルプス電
子」の工場を拡張する。投資額は約
14億円。生産する製品は主に中国
メーカー向けに供給する。【日刊工
業 04.19】
旋盤やマニシングセンターを生産す
る中国の2工場に計10億を投じて設備
を増強する。17年秋頃までに合計の
生産台数を現在の月産300台から360
台と2割増やす。【日経 04.19】
中国の工場で6月以降、前年比で4割
増程度の増産をする計画。【日経
04.19】
中国での販売を担う代理店の数を現
在の10社程度から3年以内に倍増させ
る。自社営業員の数も2倍をめどに増
強する考え。【日経 04.19】
2017年末までに中国で従業員を年初
比30％増の1500人にする。【日刊工
業 04.20】

2018年2 江蘇省無錫
月
市

ヤマザキマ
ナック

シチズンマシ
ナリー
オークマ

ツガミ

安川電機

18年春

JSR

2017年
中

江蘇省。常
熟市

住友化学

2017年
度

江蘇省・無
錫

日東電工

2018～
2019年

広東省・深
圳
中国・湖南
省

旭硝子

藩陽でモーションコントロール事業
の第3工場を立ち上げる。【日経産業
04.21】
台湾・長春石油化学との合弁会社を
通じ、液晶の色を出す部材であるカ
ラーレジストを生産。中国液晶パネ
ル大手の京東方科技集団などへの供
給を計画する。【日経産業 04.25】
偏光フィルムの製造ラインを新設。
中国・東旭光電科技との合弁を通じ
て量産を始める。【日経産業
04.25】
偏光フィルムの生産に乗り出す。
【日経産業 04.25】
偏光フィルムの生産に乗り出す。
【日経産業 04.25】
3カ所目のエンジン工場建設に着工し
た。現地企業との合弁で、2018年後
半に生産を始める。【朝日 04.25】

三菱自動車

ホンダ

上海にバッテリー組み立て工場を建
設し、2018年にもバッテリーパック
の出荷が可能になる。【日刊工業
04.25】
2年以内をめどに、日・中・欧3極で
大型設備投資を実行する。中国の生
産子会社の昆山伊福谷精密机械の設
備を増強する。【日刊工業 04.25】

伊福精密

日清紡ブレー
キ

日本、米国、中国の工場でプレス機
や焼結設備など摩擦材の生産設備を
増強し、19年までに規制対応品の生
産能力を現在比20－30％引き上げ
る。【日刊工業 04.26】
中国で工作機械の補修部品の供給体
制を拡充する。上海事業所の敷地内
に部品の保管と発送をするバーツセ
ンタ－を新たに設ける。【日刊工業
04.27】
中国での半導体需要の拡大に合わ
せ、第4工場を新設し稼働を始めた。
【日刊工業 04.28】

森精機

フェローテッ
クホールディ
ングス

中国・大連
市

4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
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事業項目

事業費

概要

川崎重工業

合弁造船会社

荏原製作所

煙台氷輪

三菱マテリア
ル

2020年
度

2020年度までに国内の事業規模を約3
割縮小する構造改革に乗り出す。国
内の商船建造を坂出工場に集約し、
中国の合弁造船会社2社と一体運営を
加速する。【日刊工業 04.03】
冷熱事業子会社 煙台荏原空調設備
の合弁を解消し、完全子会社にし
た。合弁相手の煙台氷輪が保有する
持ち分40％を全て買い取った。【日
経産業 04.13】
セメント製造会社を現地の大手建材
メーカーに売却し、セメント混合材
の2社も清算する方針。【日経
04.14】
合弁会社の「積水可耐特環境科技」
の保有株式75％のうち、65％を現地
企業に売却したと発表した。【日刊
工業 04.21】
生産の合理化・自動化を進めること
で、中国など新興国の工場で働く従
業員を現在の約8万人から、2020年ま
でに約半分の4万人程度に減らす。
【日経産業 04.26】

山東省

積水化学工業

日本電産

4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

所在地

事業項目

契約額

三菱重工、今
治造船、名村
造船所

三菱自動車

広州三菱汽車

セルシード

三顧（台湾）

七十七銀行

東亜銀行（香
港）

湖南省

概要
三菱重工は今治造船と名村造船所と
建造などの提携で基本合意した。鉄
鋼石などを運ぶばら積み船を中心に
三菱重工が最先端の省エネ船などを
設計し、実際の建造はコスト面で優
位に立つ専業2社が担う。早ければ今
夏受注分から始める。【朝日
04.01】
100億円を投じ中国に生産能力15万基
規模のエンジン工場を新設する。提
携先である広州汽車集団との合弁会
社、広州三菱汽車が建設する。年内
に着工、2018年12月の稼働を目指
す。【日経 04.23】
三顧はセルシードと協力契約に調印
した。今後13億円の投資を受け、食
道と軟骨の再生医療技術を共同開発
する。日台が再生医療で協力するに
は初めて。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
04.27】
七十七銀行は香港の東亜銀行本店で
調印式を開き、両行の業務協力に関
する覚書を締結した。取引先の紹
介、金融サービス、投資環境情報の
提供、取引先の進出支援などを支援
する。【日刊工業 04.27】

4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

エーザイ

ＪＡ全農

東海東京フィ
ナンシャル・
ホールディン
グス

国泰君安証券
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貿易額

概要
中国からのニーズに対応し、越境電
子商取引に参入した。2017年に従来
の1商品から2,3品目を追加する。
【日刊工業 04.04】
中国でコメの小売りに参入する。
2017年度中に都市部で精米やおにぎ
りを扱う1号店を開き、多店舗化す
る。【日経 04.12】
1000万ド 国泰君安証券に出資した。取得した
ル
のは同社が香港市場に上場する株式
で、子会社を通じ日本で中国株の売
買サービスを提供している。【日経
04.12】

キリンビール

5月から中国などのアジア主要国にプ
レミアムビール「グランドキリン」
の輸出を始める。まずは台湾から始
める。【日刊工業 04.13】

国際紙パルプ
商事

海外で食品の包装材事業に参入す
る。中国で現地食品大手などと約13
億円を投じた食肉製品向けのフィル
ム工場を6月に本格稼働させる。年内
には中国とフィリピンでも別の工場
を立ち上げる予定。【日経産業
04.17】
ツガミは中国の完全子会社の津上精

ツガミ

密机床が香港証券取引所に上場申請
した。【日刊工業 04.17】
高齢者施設の運営コンサルティング
事業に参入する。【日経産業
04.21】
深圳市長盈精密技術と提携し、8月を
めどに合弁会社を設立することで合
意した。チャンイン精密技術のスマ
ホ工場向けに、ロボットを開発生産
する。【日刊工業 04.25】
タクシー配車とライドシェア（相乗
り）サービスで中国首位の滴滴出行
は55億ドル（約6000億円）を資金調
達する。ソフトバンクグループが最
も多く出資する。AIなどの開発を進
めて自動運転などの基盤提供をめざ
す。【日経 04.29】

住友商事

安川電機

ソフトバンク

滴滴出行

4月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業

本社所在地

ヤクルト本社

支店・事務所名 設立時期など

現地所在地

事業項目

概要
中国子会社の中国ヤクルトの「無錫
支店」を設立し、7月から現地スー
パーなどで販売を始める。【日刊工
業 04.05】
サービス機能と展示場を備えた「テ
クニカルセンター」を開設する。
【日経 04.19】

2017年4月 江蘇省無錫

市

ファナック

重慶・広州

4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

事業項目

投資額

フォード・
モーター

米エクセラ

シノーＣキャ
ピタル

アウディ

中国・第一汽
車集団

デゥエット・
グループ

長江和記実業

欧州ヒア

聯発科技（メ
ディアテッ
ク）

5億8000
万ドル

概要
米フォード・モーターは中国の電気
自動車（ＥＶ）市場に本格参入す
る。ＥＶとハイブリット車を合わせ
たエコーカーの販売比率を2025年ま
でに7割に引き上げる。【日経
04.08】
ファンドのシノーＣキャピタルは子
会社を通じ、半導体試験機器製造な
どを手掛ける米エクセラを5億8000万
㌦の現金で買収する。手続きは年内
に終了する見通し。【日刊工業
04.12】
中国で今後5年間に、電気を使う駆動
装置を搭載した「e-tron」シリーズ5
車種を生産、販売する。【日刊工業
04.25】
オーストラリアのエネルギー大手
デゥエット・グループの買収計画が
豪政府の外国投資審査委員会の承認
を得た。【日経 04.25】
位置情報追跡技術で提携することを
発表した。【日経産業 04.26】
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米ネットフ
リックス

動画配信サービスのネットフリック
スは中国に進出する。中国のネット
検索大手 百度（バイドゥ）の動画
配信子会社と提携し、ネットフリッ
クスが製作したオリジナル作品を視
聴できる。【日経 04.26】
中国がジャカルタ首都圏LRT（次世代
型路面電車システム）事業に利子3％
でのドル建て融資を提示してきた。
償還期間は最長10年。【日刊工業
04.27】

ジャカルタ首
都圏LRT
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