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11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
概要
10億円 自動車アフター部品の販売会社を
設立することで基本合意したと発
表。住友商事が資本金の過半数を
出資する。【日刊工業 11.01】
合弁証券会社の設立に関する覚書
を結んだことを発表した。【日経
11.02】
3社共同で、自動車のステアリングに
使われる部品の中空ラックバー製造
の新会社「煙台格爾熱煉科技発展」
を設立する。【日刊工業 11.06】
12月
電通子会社の電通テックの3社で合
弁会社を設立すると発表。【日経
11.07】

日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名

住友商事

江南中鑫企業
集団

大和証券グ
ループ本社

北京国有資本
経営管理中心

ネツレン

上海格爾汽車
科技発展・江
蘇豊東熱技術

電通

北京新意互動
数字技術・比
徳視界北京科
技
河南中鑫企業
集団

住友商事

北越コーポ
牧野フライス
製作所

SMBCアビ
エーションキャ
ピタル
東海理化

上海敦晋社

2019年 河南省
度
11月下
旬
2021年 上海近郊
度

香港
東海理化
2019/1 江蘇省無錫
（江蘇）汽車
市
部件有限公
司

11月の中国関連事業拡大企業
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合弁会社を設立し車部品卸に参入
する。住友商事は数億円を投じて出
資比率の過半を取得する方針。【日
経産業 11.08】
合弁で11月下旬に新会社を設立し、
感熱紙の現地生産をはじめる。【日
経産業 11.20】
上海近郊の生産拠点内に新工場を
建てる。放電加工機の月産能力を
2021年度に現在比4倍の180台に増
やす。【日刊工業 11.21】
香港に現地法人を設立。【日経
11.26】
2億2000 中国に全額出資による新会社を設
万円
立。【日刊工業 11.29】

日本企業 中国企業・機関 現地企業
パイロットコー
ポレーション
ホンダ
広州汽車集団

GMOメイク
ショップ
ブラザー工業
ヤマザキマ
ザック
ソフトバンクグ バイトダンス
ループ
村田製作所
マツダ
エーザイ
エーザイ
日産自動車
ノリタケカンパ
ニーリミテド
ニチアス

FUJI
NSKワーナー

ピーテイックス
小野薬品工業

オートモーティ
ブエナジーサ
プライ
プリンスホテル
日機装

旭化成ファー
マ

事業項目 事業費
概要
高級万年筆
2019年に中国市場に高級万年筆を
本格展開する。【日経産業 11.01】
約33億元 提携先の広州汽車集団との合弁会
社が約33億元（約530億円）を投じ
て、中国で年産17万台の生産拠点
を新設することがわかった。【日経
11.02】
中国や韓国向けの越境ECを支援す
るサービスを始めると発表。3年後を
めどに同分野での流通額100億円を
目指す。【日経産業 11.02】
2019年 西安市
西安市の工場で生産ラインを増強
11月以
し、生産能力を4割高める。【日刊工
降
業 11.05】
生産子会社の山崎馬扎克机床で生
産する小型数値制御旋盤の日本へ
の輸出量を月20倍にする。【日刊工
業 11.05】
動画アプリ「TikTok」を運営するバイ
トダンスに出資した。【日経 11.07】
江蘇省無錫
中国の既存工場の隣接地に主力電
市
子部品セラミックコンデンサーの工
場を増設する。【日経 11.09】
2020年
中国で同国専用の電気自動車（EV)
を投入すると明らかにした。【日経
11.09】
抗がん剤「レビンマ」を中国で発売し
た。【日経産業 11.13】
江蘇省
新蘇州工場が本格稼働したと発表。
錠剤やカプセルなどの固形剤の生
産を始めた。【日経産業 11.13】
広州
新技術の体験施設を設けた。【ﾌｼﾞｻ
ﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 11.15】
蘇州市
蘇州市の工場に工業用大型砥石の
専用ラインを増設する。【日経
11.15】
蘇州市
約5億円 工業用フィルター製造子会社で約5
億円を投じて工場を増築し、揮発性
有機化合物の（VOC)用のフィルター
の現地生産を始める。【日経産業
11.16】
2019年
中国で工作機械の現地生産を本格
初頭
化する。【日刊工業 11.16】
2019年 上海市
自動変速機（AT)部品を生産する新
稼働
棟を建設する。2019年に稼働し、生
産能力を現状2倍に高める。【日刊
工業 11.19】
イベントのチケットのﾈｯﾄ販売で中国
語でのサービスを始めた。【日経産
業 11.20】
がん免疫治療薬「オプジーボ」と抗
がん剤「イピリムマブ｣との併用療法
で追加承認を台湾食品薬物管理局
から取得した。【日刊工業 11.20】
中国で車載用リチウムイオン電池の
工場を建設する計画を進めている。
【日刊工業 11.20】
広州
高級ホテル「ザ・プリンス・アカトキ」を
展開する。【日刊工業 11.21】
米欧3子会社と中国で海外作業用ポ
ンプの販路や保守サービスを統合
する。【日刊工業 11.22】
血液凝固阻止剤について、化学療
法誘発性抹消神経障害を対象とす
る臨床試験を米国や中国で始める
検討に入った。【日刊工業 11.22】
設立時期など

所在地
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兼房

2019年1
月

パナソニック

2019年4
月

パナソニック

2030年
目途

日産化学
九州ナノテック
光学
オーシャン

深圳市

ファンケル
シャープ
富士フィルム

2019年 山東省煙台
市
イエスター・ヘ
ルスケア・ホー
ルディングス

中国とインドネシアの工場で金属加
工用丸鋸を増産する。【日刊工業
11.22】
中国・北東アジア事業を統括する
「社内カンパニー」を設立し、中国事
業を強化すると明らかにした。【朝日
11.23】
「雄安新区」にAI拠点を設た。2030
年をめどに中国事業の売上高を17
年度の2.5倍の2兆円まで引き上げ
る。【日経 11.23】
蘇州市で全額出資する現地子会社
に、液晶パネル製品の試作ラインを
新設する。【日経産業 11.27】
液晶調光フィルムの生産能力を3倍
に増やし、中国にも本格的に輸出す
る。【日経産業 11.27】
米ロサンゼルスと中国・深圳に2019
年以降に相次ぎラーメン店の新店を
開く。【日経産業 11.28】
中国向けのサプリメント事業を強化
する。【日刊工業 11.28】
パソコン生産の新拠点を設ける方針
【日経 11.30】
約60億円 約60億円を出資すると発表。年内に
同社株式の9.56％を保有する予定。
【日経 11.30】

11月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業 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
概要
伊藤忠商事 中国中信集団
中国中信集団の株式を減損処理
し、1443億円の損失を計上したこと
を発表。【日経 11.03】
クラリオン
米国向けカーナビゲーションシステ
ムの中国生産を日本に移管する。
【日刊工業 11.06】
船井電機
米国向けに中国で生産している液
晶テレビをタイやメキシコの工場で代
替する体制を整えた。【日刊工業
11.07】
東芝
ENNエコロジ
米国のLNG事業を売却することを発
カルホール
表した。【日経 11.09】
ディングス
パイオラックス
中国工場から米国に輸出している自
動車部品の一部を米国工場に2019
年をめどに生産を移管する。【日刊
工業 11.13】
味の素
香港アモイ・フード社の全株式を、香
港の投資会社CITICキャピタルホー
ルディングス傘下の企業に売却する
と発表した。【日経産業 11.20】
カシオ計算機
関数電卓の中国での生産比率を引
き下げる。【日刊工業 11.27】
トヨタ自動車 天津一汽夏利 天津一汽ト
天津一汽夏利汽車はトヨタ自動車と
汽車
ヨタ
の合弁会社、天津一汽トヨタの持ち
株15％を親会社の中国第一汽車集
団に29億2000億元で売却する。【ﾌ
ｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 11.29】
日本ペイント
2019年
同業2社を買収し、中国市場での収
ホールディン
初め
益減の多様化を図る。【日経
グス（HD)
11.29】

11月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
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日本企業
グリー

VAIO

中国企業・機関

所在地

事業項目

契約額

bilibili（ビリビ
リ）
Ben Q(台湾）

みずほフィナ
ンシャルグ
ループ
鶴見製作所

富士通
みずほ銀行

上海市信息投
資
三三企業交流
会(台湾）

新鋭

イージービズ

三井不動産

中国・緑城房
地産集団

江蘇省蘇州
市常熟

富士フィルム

浙江海正薬
業・中日友好
医院・国家緊
急紡控薬物工
程技術研究中
心（NERCED)
千代田化工建 中国寰球工程
設
日本通運
中国外運股份
公司
日立製作所

石油・石油化学分野で協業する覚
書を結んだ。【日刊工業 11.08】
業務提携の覚書を結び、中央アジア
やアフリカでの物流需要を協力して
取り込む。【日経産業 11.15】
スマート社会の実現に向けて提携協
定した。【日刊工業 11.15】
英語教育に関して戦略的な業務提
携を締結したと発表。【産経 11.21】
日本での総代理店契約を結んで、
中国製の電磁環境測定設備を国内
で販売する。【日刊工業 11.21】
業務提携し、中国を含めてグローバ
ル規模でコールドチェーン（低温輸
送網）などを構築する。【日経産業
11.22】
肥料原料の溶融硫黄の長期供給に
関する覚書を締結した。【日刊工業
11.23】
中国市場向けに出力100キロワット超
の産業機械や建設機械用の大型
ディーゼルエンジンを開発した。【日
刊工業 11.26】
日本での決済サービスで提携すると
発表。【朝日 11.28】

精華大学

Kjホールディ AMC空中美
ングス
語文教事業
東洋テクニカ ジェネラルテ
ストシステムズ
丸紅

G7

丸紅

湖北祥云

クボタ

LINE

日本企業
ジラフ

テンセント

本社所在地

概要
合弁会社を設立し、スマートフォン
ゲームを開発するほかグリーが展開
する3Dキャラクターの動画をビリビリ
で配信する。 【日経産業 11.01】
VAIOは台湾の電子機器大手と提携
し、会議室向けモニターを日本の企
業に売り込む。【日経産業 11.01】
香港の政府系機関2社とスタートアッ
プ企業の支援に関する業務協力の
覚書を結んだ。【産経 11.02】
約10億円を投じて工場を建て替え、
中国で水中、真空ポンプの生産能
力を年10万台と現在の2倍に増や
す。【日経産業 11.02】
中国でヘルスケア分野で協業してい
くと発表した。【日経産業 11.05】
両国の企業の協業・提携を促進する
ための協議書を結んだ。【朝日
11.06】
業務提携を結び、イージービズ製セ
キュリティカメラの販売を始めた。【日
刊工業 11.06】
共同事業契約を結び、大規模住宅
開発に参画する。2021年の完成を
目指す。【日刊工業 11.06】
抗インフルエンザウイルス薬の臨床
開発に関する覚書を結んだ。【日刊
工業 11.06】

11月の対中市場参入（貿易等）
事業項目 貿易額
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概要
SNSを利用した匿名質問サービス
「Peing-質問箱－」を中国で本格展
開する。【日経産業 11.20】

レカム

中国子会社が中国の店頭市場「新
三板」に株式を公開した。【日経
11.23】
中国でITを使ったビル管理事業に
2018年度内にも参入する。【日刊工
業 11.27】

日立製作所

日本企業

本社所在地

日本・外国企業 中国企業・機関

支店・事務所名

11月の中国支店・事務所開設
現地所在地 事業項目

設立時期など

11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

ボルボ・カー

百度（バイ
ドゥ）
独ダイムラー 浙江吉利控股
集団
損害保険ジャ 衆安在線財産
パン日本興亜 保険

ミャンマー政
府

中国中心集団
（CITIC)

米カーニバ
中国船舶工業
ル・フィンカン 集団（CSSC)
ティエリ(イタリ
ハイネケン（オ 華潤ビール
ランダ）
エヌビデイア
（米）
リオ・ティン

概要

概要
完全自動運転車を共同開発すると
発表。【日経 11.02】
高級配車サービスを始める。【ﾌｼﾞｻﾝ
ｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 11.04】
専業保険大手、衆安在線財産保険
は損保ジャパンと提携し、商品開発
のノウハウや低コストのシステムを日
本市場向けに提供する計画。【日経
産業 11.05】
南部ラカイン州チャウピューの深海
港開発に関し、ミャンマー側に譲歩
した内容に見直す基本合意書に署
名した。【毎日 11.09】
最大6隻のクルーズ船の建造につい
て調印した。【日経 11.10】
資本提携の最終協議で調印した。
両社は中国本土や香港、マカオに
おける長期的な協力を計画してい
る。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 11.22】
自動運転技術の開発に向け合意を
交わした。【日刊工業 11.23】
英豪資源大手のリオ・ティントは、ナ
ミビアのウラン鉱山の権益を中国鈾
業に売却する。【日経 11.27】
原油輸入を拡大する契約を締結。
【日経 11.30】
ロシアでの天然ガス関連の合弁会社
を設立で合意した。【日経 11.30】

小鵬汽車 奇
点汽車
中国鈾業

ﾛﾈｽﾁﾌ(ﾛｼｱ

中国化工集団
(ケムチャイナ）
ﾛﾈｽﾁﾌ(ﾛｼｱ） 北京ガス
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