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9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
株式会社UACJ

デンソー

設立時期など

所在地

事業項目

資本金

広東省

概要
リチウムイオン電池向けアルミ二ウム材
料の合弁工場を中国で新設すると発表
した。2020年に量産を始め、中国や日本
の電池メーカーに販売する。【日経
09.05】
自動車関連ソフトウエアを手掛ける光庭
と、電動車向けデジタルメーターを開発
する合弁会社、電装光庭汽車電子を12
月に設立すると発表した。 【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｲ 09.29】

光庭（中国）

9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

花王

日本精工

住友化学

成都

雪ヶ谷化学工業

三菱ケミカル

四川省成都
市
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事業項目

事業費

概要

2020年までに主力スキンケアブランド「フ
リープラス」の中国での販売店を現状比2
倍の2千店以上に増やす。【日経産業
09.03】
約40億円 約40億円を投じて、福岡県と中国・瀋陽
の工場で「ボールネジ」の生産能力をそ
れぞれ増強する。【日経 09.05】
2019年度に中国・成都に有機ELパネル
用タッチセンターのモジュール工場を新
設する。【日刊工業 09.06】
浄水スポンジ「Yキューブ」の中国展開を
本格化する。深圳市の浄水システムへの
本格採用が決定。5年以内に10億円規
模の事業に育てる考え。【日刊工業
09.06】
機能性樹脂の製造拠点を新設すると発
表。スラッシュ成形用PVC（ポリ塩化ビ
ニール）コンパウンドの生産を2019年春
に始める。【日刊工業 09.13】

三紀商行

オリックス

首鋼集団

出光興産

出光複合工程
塑料

ベビー・子供服ブランド「ミキハウス」の富
裕層への拡販に向け、中国でｅコマース
事業を強化する。中国を中心に、海外の
店舗を2021年に100店まで増やし、輸出
も現状比4倍の100億に拡大する。【日刊
工業 09.14】
首鋼集団の傘下企業に約50億円を出資
し、株式の6.3％を取得した。同社が手掛
ける駐車場の運営で協業する。【日経
09.20】
中国子会社の出光複合工程塑料におけ
るエンジニアリングプラスチックのコンパ
ウンド製品の生産能力を25%増強する。
【日刊工業 09.20】
トヨタファイナンスや中国銀聯系企業など
から計60億6000万円を調達したと発表し
た。QRコード決済のサービス開発に充
て、中国銀聯のネットワークを使いアジア
展開に乗り出す。【日経 09.20】
抗がん剤副作用の吐き気と嘔吐を抑え
る貼り薬「サンキューソ」を開発し、中国
で販売する承認を得た。【日刊工業
09.20】
12月に大連で20床規模、19年5月に北
京で200床規模の介護施設の運営を始
める。【日経 09.20】
10月に天津で認知症に特化した介護施
設の運営を始める。 【日経 09.20】
青島で約3000室規模の高齢者住宅を20
年に着工する。【日経 09.20】
中国向け医用分析装置の新製品
「3110」の現地生産を始めた。【日刊工
業 09.21】
2019年をめどに中国に新工場を新設し、
ポリプロピレン樹脂混練（PPコンパウン
ド）の海外生産拠点を拡充する。【日刊
工業 09.21】
中国向けのビール輸出を10月から再開
する。【読売 09.25】
電気自動車（EV）向けのリチウムイオン
電池部材事業に本格参入する。北京国
能と業務提携し、電池用セパレーター
（絶縁体）を供給。【日経産業 09.27】

Origami

ソレイジア・
ファーマ
ニチイ

メディカル・ケ
ア・サービス
ロングライフHD

青島

日立ハイテクノ
ロジーズ

蘇州

住友化学

サッポロビール
三菱製紙

北京国能電池
科技

9月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
東芝

中国企業・機関 現地企業
広州東芝白雲
菱機電力電子

スズキ

重慶長安汽車

設立時期など

所在地

事業費

概要
広州白雲電器設備との折半出資会社で
ある広州東芝白雲菱機電力電子
（GTNBU)の株式20％を白雲電器から取
得したと発表した。【日刊工業 09.04】
合弁事業の解消を発表。中国で自動車
の自社生産から撤退し、、輸入販売もや
める。【産経 09.04】
月内に自動旋盤の最終生産地を中国か
ら日本に改める。【日刊工業 09.11】
射出成形機の生産を日本とタイに振り分
ける。【日刊工業 09.11】
放電加工機を日本に移管した。【日刊工
業 09.11】
米国向け自動車部品の生産を中国広東
省の子会社から、米国の工場に移管す
る方向で検討している。【日刊工業
09.12】
建設機械の部品生産の一部を中国から
日本やメキシコに振り分けた。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 09.17】

ツガミ
東芝機械

事業項目

10月

三菱電機
住友電気工業

コマツ
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TOWA

中国江蘇省の精技電子が手掛ける金型
製造事業を11月に買収する。【日刊工業
09.28】

9月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業

所在地

中国企業・機関

三菱造船・三菱
日立パワーシス
テムズ
みずほ証券
北京大学

日総工産

三菱日立パワー 中国東方電気
システムズ
集団・四川省投
資集団有限責
任公司
トレンドマイクロ Moxa
滴滴出行

日立製作所

騰訊控股(テン
セント）

ヤマハ発電機

ゴゴロ

パイオニア

旭化成

ベアリング・プラ
イベート・エクイ
ティ・アジア
利華益集団

オリックス

首鋼集団

三機

AUBOロボテッ
クス

損害保険ジャパ 衆安在線財産
ン日本興亜
保険
フォクスター

ソロモンテクノロ
ジー(台湾）

台虎精醸(台
湾）
損保ジャパン日 衆安在線財産
本興亜
保険

契約額

概要
船舶用排ガス除去装置の製造・販売で、
中国造船大手・大連中遠海軍重工（CHI
大連）と協業する。【日経産業 09.03】
AIを活用した株式アルゴリズム取引サー
ビス強化に、向けて業務提携契約を結
んだと発表した。 【日刊工業 09.04】
それぞれ戦略提携を結んだと発表し、京
東は日本メーカーからの商品を直接仕
入れる「購買センター」の設立も明らかに
した。【日経産業 09.04】
中国の大学と提携して現地の学生を採
用し、日本企業に派遣する取り組みを始
める。【日経 09.05】
同省で計画する最新鋭の天然ガス焚き
発電設備建設プロジェクトに向けて、連
携を強化する覚書を結んだ。【日刊工業
09.05】
産業IOT向けアプリケーションのセキュリ
ティ分野で提携した。【日経産業 09.07】
今秋に大阪府内でタクシー600台の配車
サービスを始めると発表した。【日経
09.11】
IOT分野での戦略的提携に合意したと
発表した。幅広い分野でIOT技術を活用
した新サービスを共同開発する。【日刊
工業 09.11】
電動バイクで協業の契約を年内にも交
わすと発表した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
09.12】
パイオニアが、約250億円の資金支援を
受ける方針を固めたことがわかった。【読
売 09.12】
技術供与した中国化学大手の利華益集
団のＰＣプラントが今夏に立ち上がった。
【日刊工業 09.14】
戦略提携合意書を締結した。【日刊工業
09.21】
中国のAUBOロボテックスと日本初の販
売代理店契約を結び、協働ロボット販売
に参入した。2019年2月期に協働ロボット
で1億円の売り上げを目指し事業領域を
広げる。【日刊工業 09.21】
中国フィンテック大手の衆安在線財産保
険と提携し、ネット向け新商品やサービ
スを日本で提供する。【日経 09.21】
業務提携し、ソロモン製3D画像処理シス
テムを日本で販売し技術サポートも担う。
【日刊工業 09.21】
クラフトビールを共同開発し、日本と台湾
で販売する。【日経産業 09.25】
12日付で業務提携した。【日刊工業
09.27】

三越伊勢丹・味 京東集団
の素AGF

第一交通産業

事業項目

三本松茶屋

2019年
上期
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9月の対中市場参入（貿易等）
日本企業

本社所在地

事業項目

貿易額

マーベラス

エーザイ

パナソニック

JINS

コメ兵

概要
アミューズメント施設向け機器の中国展
開を本格化する。中国ゲーム開発大手と
組み、製品組立ては現地で行う。【日経
産業 09.06】
抗がん剤「レンビマ」が中国で初めて製
造販売承認を取得したと発表した。【日
経産業 09.11】
グロードンやリンクデータの中国企業2社
と合弁で中国の都市開発事業に参入す
ると発表した。【朝日 09.14】
香港に進出する。今月28日に現地の大
型ショッピングモールに1号店を開き、今
後3年間で10店舗の出店を目指す。【日
経産業 09.19】
年内に中古ブランド品の買取販売店を
開く。【日経 09.19】
世界最大手のベルギーのアンハイザー・
ブッシュ・インベブの中国子会社と総代
理店契約を結び、中国のビール市場へ
再参入すると発表した。【日刊工業
09.20】
マルチエアコン用室内機を中国市場に
投入した。【日刊工業 09.21】
中国で液晶テレビの新ブランドを投入
し、家電の販売を大幅に増やす方針を
明らかにした。【朝日 09.28】

北京

サッポロビール

富士通ゼネラル
シャープ

9月の中国支店・事務所開設
日本企業

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地 事業項目

概要

アグリホール
ディングス

香港に本格進出する。日本航空子会社
と合弁会社を設立、現地飲食店など販
路開拓する。【日経産業 09.06】
中国大手会計事務所の「ShieWing」に加
盟し、日本法人を設立し、日系企業の中
国進出や支援や海外からの監査業務を
強化する。【日刊工業 09.12】
中国河北省秦皇島市でペルチェ素子モ
ジュールを製造する主力工場を移転増
強する。【日刊工業 09.27】

南青山グルー
プ

ジーマックス

2019年
内

9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
トレジャリー・ワ 瀘州老窖集団
イン・エステーツ
（TWE)

設立時期など

進出地

アリババ集団

サクソバンク

浙江吉利控股
集団

投資額

概要
長期的戦略提携を開始すると発表した。
瀘州老窖は、今後TWE傘下の高級ワイ
ンを中国で販売する。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｱｲ 09.04】
卑金属を生産する中国の紫金鉱集団
は、カナダのネブサン・リソージズを現金
14億1000万ドル（約1570億円）で買収す
ることに合意した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
09.07】
ロシア政府系ファンドやネット企業とEC
の合弁会社を設立すると発表した。【日
経産業 09.18】
デンマークの新興金融機関サクソバンク
を買収する事が決まった。【日経 09.15】

ネブサン・リソー 紫金鉱業集団
ジズ

ロシア政府系
ファンド

事業項目
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