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10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

アイシン・
エィ・ダブ
リュ

浙江吉利控股 浙江吉利控
集団
股アイシ
ン・エィ・
ダブリュ自
動変速機有
限会社
富士通ゼネラ
富士通将軍
ルエレクトロ
電子有限公
ニクス
司
三井E&S造船 揚子江船業
三井不動産

ダイセル

ダイセル・マ
イクロ・オプ
ティクス

日立造船

上海康恒環境

アサツー
ディ・ケイ
（ADK)
みらかホール 中国平安保険
ディングス グループ

概要
中国の浙江吉利控股集団と設立予
定の合弁会社について10月中を予
定し、会社名を「浙江吉利控股ア
イシン・エィ・ダブリュ自動変速
機有限会社」とする。【日刊工業
10.01】
江蘇省蘇州 産業用ロ
販売子会社「富士通将軍電子有限
市
ボット向け
公司」を設立し、日系メーカーを
制御基盤な
中心に産業用ロボット向け制御基
ど
盤などを販売する。【日刊工業
10.03】
2019/4 江蘇省太倉 船舶の建造
三井物産との3社で合弁会社を設
市
と設計、営
立し、船舶の建造と設計、営業で
業
協力する。【日刊工業 10.12】
台湾の雑貨
共同出資の新会社を設立し、台湾
や書籍
の雑貨や書籍を扱う「誠品生活」
を日本橋の新商業施設に誘致す
る。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 10.16】
台湾・新竹 ウエハーレ 約3650万 ウエハーレベルレンズを開発・販
市
ベルレンズ 円
売する完全子会社を設立し営業を
を開発・販
始めた。資本金は約3650万円。
売
【日刊工業 10.16】
メンテナンスなどの合弁会社を設
立。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 10.25】
上海市
中国のデジタル広告部門を独立さ
せ、新たな法人を設立。日本企業
の越境ECを支援する機能を加え
た。【日経産業 10.30】
11月
臨床検査
臨床検査に参入する。合弁会社を
設立して医療機関からの受託検査
を始める。【日経 10.31】
設立時期など

所在地

事業項目

資本金

10月の中国関連事業拡大企業
日本企業

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地
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事業項目

事業費

概要

ダイキン工業

2018年 深圳
度

オンワード
ホールディン
グス
加マグナ・イ
ンターナショ
ナル
コメ兵

AIやIoT技術を取り入れた空調開
発を進める拠点として、商品開発
向けのリサーチセンター新設を目
指す。【日経産業 10.04】
日本で展開するオーダースーツの
販売を中国と米国で始める。【日
経 10.06】
中国で熱可塑性樹脂製バックドア
モジュールの生産体制を整えた。
【日刊工業 10.08】
中古ブランド品の海外1号店を開
店した。【日刊工業 10.11】
子会社のJIMテクノロジーが香港
テラテックの株式51%を取得した
と発表。海外事業を伸ばす。【日
刊工業 10.16】
中国向けのオルゴールの輸出を本
格的に始める。【日経産業
10.17】
2020年までに「雪肌精MYV」「コ
スメデコルテ」の販売店数を現状
比2倍以上に増やす。【日経産業
10.18】
マーキュリアインベストメントと
中国で総合金融サービスを手掛け
る北京中関村科金技術に出資する
と発表した。【日刊工業 10.19】
水産練製品の海外販売を拡大す
る。中国とメキシコで、カニ風味
かまぼこの販売を始めた。【日経
産業 10.22】
投資額： 新工場を立ち上げる。蘇州市の既
20億円 存工場内に技術センターも新設す
る。投資額は20億円。【日刊工業
10.22】
フィルター用フィルムコンデン
サーの定格電圧を1.3倍高めたタ
イプを中国・珠海工場で10月に量
産し始めた。【日刊工業 10.24】
中国事業の展開に向けて、現地の
医薬品開発業務受託機関（CRO）
と業務提携を結んだ。【日経産業
10.25】
中国やトルコなどの拠点に約200
億円を投じて新工場を建設し、車
載向け鉛蓄電池の生産能力をそれ
ぞれ約5割増やす。【日経産業
10.29】

北京市

IHI

日本電産サン
キョー
コーセー

2020年

あおぞら銀行

一正蒲鉾

TOWA

2020年 江蘇省南通
市

TDK

珠海

ヒューマン・ ファーマレガ
メタボロー シー・ラボラ
ム・テクノロ トリーズ
ジーズ
シーエス・ユ
アサコーポ
レーション

上海市

10月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
スター精密

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

日本電産

トヨタ紡織

天津市
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事業項目

事業費

概要
中国で生産して米国に輸出してい
る棒材を加工するスイス型自動旋
盤の生産を2019年にタイ工場に移
管する。【日刊工業 10.10】
自動車・家電向けモーターの生産
を中国からメキシコに移す。【日
刊工業 10.24】
約13億円 中国・天津市に自動車用フィル
ターの新工場を移転し、操業を始
めた。約13億円を投じ、生産能力
を3割高める。【日刊工業
10.24】

富士フィルム
ホールディン
グス
トヨタ自動車

車載カメラ向けレンズなどを生産
する中国工場を売却する。【日経
10.25】
2019年中にも、中国で販売するほ
ぼ全ての乗用車をコネクテッド
カー(つながる車）にする。【日
刊工業 10.30】
中国で調達している米国市場向け
のフォークリフト用部品を、米国
での生産・調達に切り替える方針
を明らかにした。【日刊工業
10.31】

2019年
中

豊田自動織械

10月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業 中国企業・機関
ルノー・日産 東風汽車集団
自動車連合

所在地

ソニー・
騰訊音楽娯楽
ミュージック 集団
レーベルズ
三菱商事
中国石油天然
気集団

日本自動車工 中国汽車工業
業会
協会
ナベルホール テックマンロ
ディングス ボット
フジテレビ SMGピク
チャーズ
三菱日立パ 三門核電
ワーシステム
ズ（MHPS)
SOMPOホール 中国再保険会
ディングス 社
みずほフィナ 中国中信集団
ンシャルグ （CITIC)、中
ループ
国輸出信用保
険
菱用エレクト 台湾キーウィ
ロ
テクノロジー
京都大学イノ 広州民営投資
ベーション
キャピタル
野村ホール 中国投資
ディングス
（HD)
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事業項目

契約額

概要
東風汽車集団とつくった合弁会社
で、新EV「K-ZE」を19年から生産
販売することを発表した。【日経
10.02】
中国の音楽配信大手と提携し、ア
ニソンの中国配信を始めた。【日
経産業 10.03】
英蘭ロイヤル・ダッチ・シェルや
中韓企業などと共同でカナダに液
化天然ガス（LNG)プラントを建設
すると発表した。【日経 10.30】
自動運転技術での国際標準化の策
定を共同で進める覚書を結んだ。
【日経 10.13】
協働ロボットの販売提携を結ん
だ。【日刊工業 10.19】
提携を拡大。両社でドラマを共同
制作するほか、フジテレビ制作の
映画の中国配給も進める方針。
【日経産業 10.19】
中国浙江省の三門原子力発電所1
号機向け蒸気タービンを運営者の
三門核電に納入した。【日経産業
10.22】
中国再保険会社と提携し、中国と
欧州を結ぶ貨物列車の遅延を補償
する保険商品を開発、11月に発売
する。【日経 10.23】
3社提携する。CITICと共同で海外
融資プロジェクトを開発し、中国
輸出信用保険の信用補完を受け
る。【日経 10.24】
販売契約を締結し、環境センサー
や電子値札などを扱う。【日経産
業 10.24】
提携し、京大発スタートアップ企
業の中国などアジア圏への進出を
支援する。【日経 10.25】
中国の投資系ファンドと共同で、
1000億円を超える規模の新たな
ファンドを設立すると正式発表し
た。大和証券グループ本社や3メ
ガバンクグループを合わせた6社
で覚書を結んだ。名称を「日中産
業協力ファンド」とした。【日経
10.26】

パナソニック 海底撈

中国大手火鍋チェーンの海底撈
（ハイディーラオ）が北京で開業
する新店に、厨房の自動化設備を
納入した。【日経産業 10.26】
次世代車の分野で提携。 【朝日
10.26】
専門の学校を開設し、中国のエン
ターテインメント人材を共同育成
する。【日経 10.30】
政府系金融機関と業務協力協定を
結んだ。【日刊工業 10.30】
提携する中国IT大手ニューソフト
グループのカーシェアリング事業
の支援に乗り出す。シェアリング
の運営に必要な部品やシステムを
拡充する。【日刊工業 10.30】

パナソニック 百度
吉本興業

華人文化グ
ループ

北京・上海

三井住友銀行 中国輸出入銀
行
アルパイン ニューソフト
グループ

10月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
ZMP

本社所在地

事業項目

貿易額

ポケラボ

帝人ファーマ

ソルチ

概要
自律移動できる台車を中国で販売
する。【日経産業 10.03】
スクウェア・エニックスと共同開
発したスマホゲーム「シノアリ
ス」を台湾や香港、マカオで配信
する。日本のスマホゲーム配信を
手掛ける、台湾のKOMOEテクノロ
ジーが配信する。【日経産業
10.04】
中国の国家薬品監督管理局から痛
風薬「フェブリク（一般名フェブ
キソスタット）」の輸入承認を取
得したと発表。中国での薬価収載
後、アステラス製薬の中国法人を
通じて市場投入し、2019年上半期
の発売を目指す。【日経産業
10.04】
水質の劣化抑制する赤土の海外需
要開拓に乗り出す。中国やインド
で販売代理店を経由して河川浄化
用として売り込む。【日刊工業
10.04】

10月の中国支店・事務所開設
日本企業
三菱自動車

本社所在地

デンソー

支店・事務所名 設立時期など

12月

ハウス食品

現地所在地 事業項目
湖南省長沙
市

概要
エンジン工場を新設した。同社初
となる中国での電気自動車生産を
23日に始める。【日経産業
10.18】
ソフト開発を手掛ける光庭と共同
出資して、自動車メーター用のソ
フトウエア設計開発会社「電装光
庭汽車電子」を新設する。【日経
産業 10.18】
最大規模のカレー生産工場を稼動
させた。【毎日 10.18】

湖北省

浙江省平湖

10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
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事業項目

投資額

概要

ネットアップ 中国レノボ
（米）
BMW（独）

デジタル変革を促進するための世
界規模の多面的な提携をした。
【日刊工業 10.02】
BMWが華晨宝馬自動車の子会社化
を発表した。出資比率を75％に引
き上げる。【朝日 10.12】
2017年から日本の植物工場ベン
チャーのMIRAIと組み植物工場を
安価で設営できるキットを開発し
た。日本国内の農業法人を対象に
販売するほか、ロシア、中国など
の海外市場に販路を広げる。【日
経産業 10.19】
蘭ASMLと半導体の先端装置調達の
交渉に乗り出す。【日経10.23】
トタルが液化天然ガス（LNG)の長
期売買契約の追加取り決めに調印
したことを発表。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈ
ｽｱｲ 10.26】
トルコで最大11億ドル（約1230億
円)を投じて合弁会社を設立する
と発表した。【日経10.27】
合弁会社を設立し、中国でのオン
ライン販売で提携すると発表し
た。【日経 10.27】

華晨宝馬自動
車

MIRAI（日） 研華(アドバ
ンテック）

ASML（蘭）

合肥長鑫（イ
ノトロン）
トタル(仏） 中海石油気電
集団
オヤック

台湾水泥(台
湾セメント）

リシュモン
(スイス)

アリババ集団
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