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1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

設立時期など

ウテナ

2017年4月

積水化学工業

所在地

事業項目

資本金

概要
中国に化粧品の輸入販売を手掛ける現
地法人を設立した。2017年4月から営業
を始める予定で訪日客に人気の美容マ
スクを中心に約30品目を中国国内のEC
サイトや小売店で販売する。【日経
01.07】
中国のグループ企業を統括する新会社
を設立したと発表。管理業務を一括化し
統括する体制を整える。【日経産業
01.11】

上海市内

1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

三菱ケミカル
ホールディング
ス

2019年までに

所在地

資生堂

2017年3月

ノリタケカンパ
ニーリミテド

2019年3月 江蘇省

上海市近郊

セブン＆アイ・ イトーヨーカ堂
ホールディング 中国法人
ス

ニプロ

事業項目

事業費

概要
ケーキの食感をよくする配合剤「乳化油
脂」の中国での生産能力を倍増する。上
海市近郊の工場を2019年までに拡張
し、生産能力を年5000トンに高める。【日
経 01.03】
中国の百貨店を中心に販売する化粧品
ブランド「オプレ」を刷新する。スキンケア
やメーキャップ27品目を投入するほか、
化粧品カウンターのデザイン変更、新た
な肌測定機器などを導入する。【日刊工
業 01.01】
蘇州工場に新棟を建て、鉄鋼向けの大
型研削砥石、ベアリング向け研削砥石を
新たに生産する。【日刊工業 01.11】
2020年をめどに中国内陸部でスーパー
を3倍の20店に増やす。イトーヨーカ堂の
現地法人が四川省で総合スーパーを10
店に拡大したり、食品スーパー分野に再
参入して10店まで増やす。【日経 01.12】
ニプロは血液透析関連製品のダイアライ
ザー（人工腎臓）をインドや中国、大館工
場（秋田県）で増産する。【日刊工業
01.12】
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住友重機会工
業

極低温冷凍機の販売を拡大する。2019
年をめどに中国全体で販売・サービス人
員を6割増やし、30人体制にするほか、
営業拠点を新たに2～3カ所設ける方
針。【日経 01.14】
グループ会社が中国のモンゴル自治区
の火力発電所で実証試験をしていた冷
却水のリサイクルに成功した。今後、現
地企業と装置の製造や設置で提携し、
食品や医薬品の工場を含め、水処理関
連事業の拡大を図る。【日刊工業
01.16】
2020年度をめどに産業用ホースのチ中
国での販売代理店を現状比で約3倍の
100社に引き上げる。2016年から交通イ
ンフラに対する大型融資が始まり、産業
用ホースを搭載する建設機械の市場が
急回復しており、中国全域で販売網を整
備し事業拡大を進める。【日刊工業
01.17】
香港にある「じゃがビー」の工場を3月に
増産し、生産能力を5割高めると同時に
さつまいものスナック菓子も販売する。
【日経 01.17】
約10億円 2018年度までに自動車用エアバック生
地の生産能力を4割引き上げる。約10億
円を投じて子会社の中国工場で成形機
や織機を増やす。【日経 01.17】
工作機械やロボットに使うサーボモー
ターを製造する中国の生産拠点につい
て、新工場を増設すると発表した。投資
額は約30億円。【日刊産業 01.19】
常熟工場に新棟を建て、工作機械に使
う、数値制御装置の生産能力を2倍にす
る。【日刊工業 01.19】
175億円 天津市に自動車に使う鉛電池の新工場
を建設する。天津の既存工場を移転・集
約し年生産能力を2倍の800万個に拡大
する。【日経 01.20】
国内外の生産拠点における溶接ラインを
刷新し能力を拡充する。中国拠点は武
漢愛機汽車配件のラインに約10億円を
かけて投資し、2017～2018年にかけて
溶接ラインを拡充し、能力を1.5倍に高め
る。【日刊工業 01.23】

2019年目処

室町ケミカル

住友理工

2020年度目処

カルビー

3月

帝人

2018年度まで

安川電機

2018年春

三菱電機

江蘇省

ユアサ

エイチワン

2018年夏 天津市

武漢愛機汽車
配件

2017～2018年

1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

日本ペイント
ホールディング
ス
JX金属

事業項目

事業費
非公表

宝勝科技創新
股份有限公司

ハニーズ

ストライプイン
ターナショナル
永谷園ホール
ディングス

神戸製鋼所
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概要
中国で家具用塗料を手掛ける長潤発塗
料メーカーを買収した。日本ペイントHD
が中国子会社を通じて株式の6割を取得
する。【日経 01.17】
中国子会社の「常州金源銅業」の株式の
一部を売却すると発表した。【日刊工業
01.18】【日経産業 01.20】
ハニーズはピーク時に約600店を展開し
ていたが、2016年5月期に500店を割り
込んだ。【日経 01.22】
自社ブランドの店舗を約3分の1に減ら
す。【日経01.22】
中国で進めていた香港系の投資会社と
の合弁会社設立を中止すると発表した。
中国・上海で、すでに手掛けている麺事
業は継続する。【日経産業 01.24】
神戸製鋼所はインフラ投資が落ち込ん
だことを受け、中国での建設機械事業に
ついて、生産能力を減らす考えを明らか
にした。【産経 01.27】

1月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
所在地

日本・外国企業 中国企業・機関
日立製作所

契約額

中国広核集団

アイダエンジニ 広汽ホンダ
アリング
センコー

事業項目

広州市

30億円

上海紡織集団

オートモーティ 江蘇常陸客車
ブ江ナジーサプ
ライ
日立ハイテクノ 四川邁克
ロジーズ

概要
陽子線治療装置の販売で業務提携し
た。【日刊工業 01.10】
広汽ホンダにプレス成形ラインを納入し
た。同工場に納入するのは2ライン目。
【日刊工業 01.12】
上海紡織集団と、それぞれの子会社を
通じて物流のサプライチェーン構築や人
材育成など広範囲の業務提携契約を結
んだ。2018年1月から上海紡織集団国際
物流が上海市に設置する物流センター
で、上海扇拡国際貨運が業務を行う。
【日刊工業 01.12】
EVリチウムイオン電池の供給契約を結ん
だ。【日刊工業 01.19】
日立ハイテクノロジーズは四川邁克と提
携した。四川の血液検査の試薬の品揃
えと日立ハイテクの血液検査機器ととも
に中国全土で販売する。【日刊工業
01.27】

1月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業 本社所在地
丸紅

上海復星医薬
グループ

事業項目

貿易額

2017年
度中

概要
医薬品の卸売り事業に参入し、合弁会
社を設立する。【日経産業 01.04】
中国国内の主要銀行が発行した銀聯
カードの指定口座に人民元建てできる
サービスを始めた。【日刊工業01.14】

SBIホールディ
ングス

1月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業 本社所在地 支店・事務所名

設立時期など

オークマ

2017年6月 広州市

現地所在地 事業項目

概要
オークマは東アジアでの営業体制の強
化に乗り出す。中国では広州市に国内
2ヶ所目の販売・サービス拠点「広州テク
ニカルセンター」を6月頃開設する。【日
刊工業 01.20】

1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

パキスタン証券 上海、深圳など
取引所
3つの取引所、
連合体
カーライル・グ
ループ

中国中信集団

華為技術
(ファーウェイ)

投資額

概要

上海、深圳など3つの取引所、連合体が
パキスタン証券取引所から株式40％を
取得することで合意した。20日に株式の
売買契約を結ぶ。【日経 01.08】
共同で米マクドナルドの中国事業を20.8
億ドル（約2400億円）で買収。新会社を
設立し、中国・香港でマクドナルド店舗を
運営する。【朝日 01.10】
6億6000万 オーストラリア・ニュージーランド銀行は
NZドル（約 UDCファイナンスを海航集団（HNAグ
530億円） ループ）に売却する。【日経 01.12】

UDCファイナン 海航集団
ス
ロステレコム(ロ
シア）

事業項目

サハリン-北
方領土の海
底敷設
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ロシアの通信最大手ロステレコムはサハ
リンと北方領土を結ぶ光ファイバー回線
の海底敷設に中国の通信機器大手 華
為技術(ファーウェイ)が参画すると発表し
た。【産経 01.12】

デュエット・グ
長江和記実業
ループ（オース
トラリア）

IDC（米）

中国泛海控股
集団

香港の大富豪、李嘉誠氏率いる複合企
業、長江和記実業は、オーストラリアのエ
ネルギー大手、デュエット・グループを買
収すると発表した。買収金額は74億豪ド
ル（約6300億円）。【日経 01.17】
3月末

10億ドル 中国泛海控股集団が率いる企業連合は
(約1140億 米調査会社IDCを傘下に持つインター
円）
ナショナル・データ・グループを買収する
と発表した。【日経 01.21】
北欧の映画館チェーン大手でスウェー
デンのノルディック・シネマ・グループを
買収する。買収額は、9億3千万㌦（約
1050億円）。【日経 01.25】
ブラジルの送配電大手ＣＰＦＬエルネジ
アを傘下に収めたと発表した。【日経
01.26】

ノルディック・シ 大連万達集団
ネマ・グループ
（スウェーデン）
ＣＰＦＬエルネジ 国家電網
ア（ブラジル）
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