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8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

所在地

事業項目

資本金

サンデンAS

トヨタ自動車

精工技研

杭州市

丸紅

浙江省嘉興
市

浙江大樹置業
集団股份有限
公司
スクウェア・エニ 騰訊控股（テン
クス・ホールディ セント）
ングス

概要
華域汽車系統との合弁会社「華域三電
汽車空調」と共同開発したヒートポンプシ
ステムを中国で拡販する。【日刊工業
08.01】
第一汽車集団との合弁工場と、広州汽
車集団との合弁工場で新工場を建設
し、生産を2割増やす。【日経 08.17】
現地の投資会社と共同で光通信用のコ
ネクター部品などを販売する合弁会社を
設立した。【日経産業 08.21】
嘉興市で、共同での不動産開発事業に
参画すると発表した。【日刊工業 08.29】
合弁会社を設立し、両社で新作ゲーム
を共同開発して世界規模でゲーム事業
を展開する。【日経 08.31】

8月の中国関連事業拡大企業
日本企業
デンソー

東洋計器

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

台湾

東陽テクニカ

シャープ

山東省煙台
市

村田製作所
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事業項目

事業費

概要
1日付で中国での事業拡大を担う全社組
織「中国部」を設ける。【日刊工業
08.01】
台湾で現地ガス関連機器の輸入企業と
合弁企業を設立し、台湾でガスメーター
の生産を始める。【日経産業 08.06】
日本、米国、中国の世界3極で、自動車
向けシャシー・ダイナモメーター・システ
ムを拡販する。【日刊工業 08.07】
電子部品などの生産や販売を手掛ける
拠点を新設すると発表。【日経 08.09】
リチウムイオン二次電池を生産する中国
工場に4棟目の生産棟を完成した。【日
刊工業 08.10】

丸順

日産自動車
三菱ケミカル
カンタツ

京セラドキュメン
トソリューション
ズ
東洋電機製造 北京京車双洋
軌道交通設備

日本と中国、タイの3拠点が連携した生
産システムを導入する。金型をグローバ
ルに生産して相互供給する体制を整え
る。【日経産業 08.15】
完成車の新工場を建設する。【日経
08.21】
2020年までに中国で食品配合剤工場を
拡張する。【日刊工業 08.21】
江蘇省の新工場の設備を段階的に増
強。2021年3月期までに生産能力を2割
引き上げる。【日経産業 08.21】
中核部品の感光体ドラムを生産する新
工場が、中国・広東省で完成したと発
表。【日経産業 08.23】
現地子会社を通じて設立した鉄道車両
向けサービス・販売会社「北京京車双洋
軌道交通牽引設備」で、事業の本核化
に向けて資本増強する。18年末をメドに
現地企業から追加出資を受け入れ、19
年4月の本格稼働を目指す。【日経産業
08.23】
中国拠点で生産した工作機械を9月から
日本へ輸入・販売する。【日経産業
08.27】
花都工場で中国市場に投入する電気自
動車（EV)のセダン「シルフィ ゼロ ミッ
ション」の生産を始めた。【朝日 08.28】

湖北省武漢
2020年ま 浙江省平湖
で
市
2021年3
月期まで

19年4月

ヤマザキマザッ
ク

遼寧省

日産自動車

広州市

シナノケンシ

安徽省

伊藤忠商事

エムエス製作所

2019年1 上海市
月

共和fレザー

河北省

RSテクノロジー
ズ
西川ゴム

250億円
12月まで

東洋紡

伊藤忠商事

NKE
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中国・安徽省の工場に住宅設備関連向
けモーターの第2工場を新設し、生産拠
点を拡充する。【日経産業 08.29】
奇点汽車に出資し、EV市場関連サービ
スのノウハウを蓄積する狙い。【日経
08.29】
中国とインドの自動車ウェザーストリップ
用金型工場に、2019年1月にもマニシン
グセンター各1台を増設する。【日刊工業
08.29】
合弁工場での自動車内装向け合成皮革
と塩化ビニール表皮を合わせた月産能
力を現状比約1.5倍の150万メートルに高
める。【日刊工業 08.29】
250億円を投じ、中国に新工場を建設す
る。シリコンウエハーの月産能力を全社と
して4倍に増強する。【日経産業8.29】
12月までに生産子会社を設立し、中国・
湖北省に自動車部品の新工場を設け
る。【日経産業 08.29】
医療機関で診断に使う臨床検査装置2
機種を中国現地の代理店を通じて販売
する。2019年3月までに数億円の売上を
目指す。【日刊工業 08.30】
中国の新興電気自動車(EV）メーカー・
智車優行科技（奇点汽車・上海市）と、
EV商用車レンタル・メンテナンスを手掛
ける地上鉄租車（深圳市）に出資すると
発表した。【日刊工業 08.30】
中国・広東省広州市に新設した生産子
会社で、コンベイヤー搬送機など自動化
機器の本格生産を始めた。【日刊工業
08.31】

8月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
日産

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

ホシザキ

エア・ウォー
ター・マッハ

スズキ
エイチ・ツー・
オー（H2O)

豊田合成
三菱電機

高見沢

概要
リチウム電池生産子会社の「オートモー
ティブエナジーサプライ」を中国の再生
可能エネルギー事業者の「エンビジョン
グループ」に売却すると発表した。【日刊
工業 08.06】
2015年に買収した中国の業務用冷蔵庫
メーカー、浙江愛雪制冷電器を売却し
た。現地子会社が持つ株式51％を全て
売却した。【日経産業 08.20】
Oリングなどシール材を量産する中国・
大連工場を近隣に移転拡張し、生産効
率を従来比で約3割高めた。【日刊工業
08.22】
長安鈴木汽車の合弁解消の検討を始
め、中国の自動車生産から撤退する方
針を固めた。【朝日 08.24】
中国の浙江省寧波市に出店する予定の
阪急百貨店の開業が手続き煩雑により1
年遅れ、2019年秋に延期することが発表
された。【毎日 08.25】
中国の地域統括会社「豊田合成管理」
の会社形態を、12月に持ち株会社へ変
更する。【日刊工業 08.27】
米国向けの工作機械の生産を中国の大
連工場から日本に移管した。大連工場
では、中国向けの機種を中心に生産を
続ける。【日刊工業 08.28】
中国の生コンクリート販売子会社、烟台
市長野建材公司の事業が不採算のた
め、合弁解消し撤退すると発表した。【日
経産業 08.30】

8月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
日本航空

中国企業・機関

所在地

中国東方航空

エーザイ

大和自動車交
通
日本合成化学
工業

台湾大車隊
内蒙古双欣能
源化工

OKI

第一三共ヘル
スケア

丸紅

東京スマートｷｬ 東方購物
ｽﾄ

日本合成化学

双欣能源化工
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事業項目

契約額

概要
包括提携したことを正式に発表した。【日
経 08.03】
肥満治療薬「ロルカセリン」について、中
国で独占的に開発・販売する権利を台
湾のCYバイオテックに与えたと発表し
た。【日経産業 08.07】
タクシーの予約や配車サービスで連携
すると発表した。【日経産業 08.07】
2018年度中に折半出資による販売の合
弁会社を香港に設立し、ポリビニルアル
コール事業で提携する。【日刊工業
深圳工場は取引先と協力し、3000品番
以上の部品の梱包材を段ボール箱から
プラスティック製の通い箱に切り替えた。
【日刊工業 08.10】
スキンケア化粧品「ミノン アミノモイスト」
シリーズの香港における独占販売権を
許諾する契約を、現地流通企業のセー
ビングと結んだ。【日刊工業 08.10】
中国の清華大学傘下の投資会社、启迪
控股份と、「デジタルトランスフォーメー
ション」分野で協力協定を結んだ。【ﾌｼﾞ
ｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 08.22】
中国通販大手の東方購物はコンテンツ
配信の東京スマートキャストと組み、中国
で日本の化粧品や美容品の販売を始め
る。【日経 08.27】
建築材料となるポリビニルアルコール
（PVA）事業で双欣能源化工と提携する
と発表した。【日経産業 08.30】

日立製作所

中国・四川省と産業やヘルスケア分野な
どでのデジタル化に協力することで合意
したと発表した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
08.31】

8月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
セガゲームス

本社所在地
成都格闘科技

事業項目

貿易額

三井不動産・三
井不動産レジデ
ンシャル・パナソ
ニックホームズ
第一三共ヘル
スケア

概要
スマートフォン向けゲームソフトを中国で
配信開始した。【日刊工業 08.07】
台湾での分譲住宅共同事業「三重中興
橋プロジェクト」に参画すると発表した。
【日刊工業 08.08】
「ミノン アミノモイスト」シリーズを香港で
販売すると発表した。【日経産業 08.21】

8月の中国支店・事務所開設
日本企業
ケーヒン

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
中国で初となる営業拠点を上海市内に
開設した。電動車向け部品を拡販する。
【日経産業 08.20】

8月の中国企業・機関の海外進出
中国企業・機関 中国企業・機関

ハイネケン

設立時期など

進出地

華潤ビール

中国石油天然
ガス（CNPC)

京東集団
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事業項目

投資額

概要
ハイネケンが華潤ビール親会社の華潤
集団の株式40％を約243億香港ドル（約
3500億円）で取得し資本提携する。華潤
ビールはハイネケンの販路を活用し、ア
ジアなどで自社ブランドの高級版を投入
する計画。【日経 08.04】
イラン南部の世界最大規模の南パルス
天然ガス田の一部開発契約の権益をフ
ランス石油会社から引き継いだ。【日経
08.14】
インドネシアのジャカルタで衣料品や日
用品のほか食品を扱う無人店舗を開業
した。【日経産業 08.17】

