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7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
五合

ソフトバンク

設立時期など

所在地
寧波市

事業項目

資本金

滴滴出行

大日本塗料

浙江省

概要
塗装を手掛ける子会社を設立し、提携す
る現地メーカーの厨房機器の塗装を始
める。【日経産業 07.03】
日本で次世代タクシー配車サービスを
手がける合弁会社「DiDiモビリティジャパ
ン」を折半出資で設立した。【日刊工業
07.20】
液体・粉体塗料の製造・販売子会社を設
立した。新工場は2019年10月に稼動す
る。【日刊工業 07.30】

7月の中国関連事業拡大企業
日本企業
良品計画
ホンダ

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

8月から

サンデン・オート
モーティブコン
ポーネントAC

所在地

上海

上海市

西部技研

7月中目 江蘇省常熟
途
市

ノリタケカンパ
ニーリミテド

2020年
目途

三菱ケミカル

常熟市
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事業項目

事業費

概要
中国市場向けの商品開発を9月から、上
海で始める。【朝日 07.02】
上海で進めていた二輪車工場の移転が
完了したことを発表した。8月から稼働す
る予定。【日経 07.03】
合弁会社の「華域三電汽車空調」の工
場を上海市浦東新区内に移転し、好調
な中国の自動車関連の需要に対応す
る。【日刊工業 07.03】
新工場を7月中をめどに完成、稼働させ
る。電気自動車用の車載用電池の製造
現場で使う除湿機などの生産能力を高
める。【日刊工業 07.03】
十数億円 2020年をめどに十数億円をかけて、鉄
鋼メーカー向けの砥石で中国の工場に
専用ラインを増設する。【日経産業
07.05】
中国・常熟市の電解液工場を2万トンに
増強し、青島市の負極材工場も増設して
1万2000トンに引き上げる。【日刊工業
07.05】

広汽トヨタ自動
車

広州市の工場を増強する。生産能力を2
割増の60万台規模に高め、追加増強も
検討する。【日経 07.07】
中国外為交易中心（CFETS）から「債券
通（ボンドコネクト）」に関するライセンスを
取得した。【日刊工業 07.10】
中国での自動販売機の販売を拡大す
る。【日刊工業 07.11】
2016～17年に買収した欧州高級ビール
の販売を中国で始めた。【日経 07.12】

みずほ銀行

富士電機
アサヒビールグ
ループホール
ディングス
リコー

広東省東莞

ケーヒン
日本電産
ホシザキ
オークマ

山東省済南

リコー

2019年8 広東省東莞
月
市

安川電機

アルバック

2018年
内

台湾

川崎重工

中国の系列工場で新たに鉱山機械向け
の部品の生産を始める。【日経 07.21】

日特エンジニア
リング

蘇州

ジーテクト

武漢市

カルビー

テルモ

安川電機

新工場を建設する方針を固めた。【読売
07.12】
中国で新たな4輪車向け営業拠点を8月
に開設する。【日刊工業 07.13】
「Eアクセル」と呼ぶモーター複合部品を
開発し、中国で生産を始める。【日経
07.17】
中国で食洗機の生産を年内にも始める。
【日経産業 07.19】
2019年春までに、中国とインドで技術
サービス拠点を増やす。【日経産業
07.20】
約75億円 複合機の生産工場を建設することを発
表した。投資額は約75億円。2019年8月
の完成を目指す。【日刊工業 07.20】
中国でサーボモータなどの工場自動化
（FA)機器の生産や開発体制を強化す
る。【日刊工業 07.20】
2018年内にも台湾の拠点で半導体製造
装置の生産を始める。【日刊工業 07.20】

エッセン・テクノ
ロジー
瀋陽市

エス・ピー・シー
ほっとこうち

川崎重工業
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日本国内の事業所と併せて中国・蘇州
工場の増強に取り組む。【日刊工業
07.24】
湖北省武漢市内にある工場内に大型の
プレス機を増設する。【日経産業 07.25】
2020年度に「フルグラ」の中国での販売
を17年度比7倍の160億円以上に引き上
げる。【日経 07.25】
中国医療機器メーカーのエッセン・テクノ
ロジーを約8億8000万元（約140億円）で
買収すると発表した。【日経 07.25】
瀋陽第3工場が完成し、操業を始めた。
【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.25】
電子商取引アプリ運営のインアゴーラと
連携し、地方企業の中国への越境ECを
取り次ぎ、地域特産品を中国市場へ販
売する。【日経産業 07.26】
蘇州工場では2018年度に小型ロボットを
中心に組み立てラインを新設し、生産能
力を年約1万台に引き上げる。【日刊工
業 07.27】

7月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
日産自動車

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

トヨタ自動車

概要
中国の投資ファンド、GSRキャピタルへの
電池子会社の売却を中止すると発表し
た。【日経 07.13】
中国本部とアジア本部を統合して中国・
アジア本部を設置した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈ
ｽｱｲ 07.27】

7月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
新生銀行

中国企業・機関
中国レノボグ
ループ日本法
人

所在地

事業項目

契約額

月島機械

SBドライブ

ワイヤ・アンド・ワ 微信（ウェイボ）
イヤレス
三菱電機

機械工業儀器
儀表綜合技術
経済研究所
（ITEI）

丸紅

蘇州晶瑞化学
股份有限公司

安川電機

奇瑞汽車グ
ループ

富士急行

騰訊控股（テン
セント）

業務提携を結び、決済サービス「ウィー
チャットペイ」を「富士急ハイランド」に全
面導入する。【毎日 07.20】
中国や東南アジアで他社製エレベー
ターの保守や更新事業に本格参入する
【日刊工業 07.20】
九州の観光振興と消費拡大を目的に戦
略提携を結んだこと発表した。【日刊工
業 07.24】
介護業事会社、雅達養老産業に出資し
介護施設に製品を納める。また、高齢者
向け都市開発に共同で取り組む。【日経
07.27】

日立製作所

ＪＲ九州

概要
スマートフォン決済サービス「微信支付
（ウィーチャットペイ）」の導入支援で提携
する。【日経 07.03】
上海市で下水の汚泥処理工事を受注し
た。2019年12月末の完成を目指す。【日
刊工業 07.05】
百度（バイドゥ）と提携し、日本国内での
自動運転バスを実用化する。【日刊工業
07.05】
微信と組み、日本を訪れた中国人に観
光情報を発信するサービスを始める【日
経産業 07.05】
人工知能（AI）やモノのインターネット
（IoT）などの先端技術を中国の製造業
の現場に広げるビジネスを強化するた
め、戦略的パートナーシップを締結。製
造ラインの自動化技術などを共同研究
し、自社技術の中国での標準化を目指
す。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.10】
半導体用先端材料の製造・販売事業の
共同展開を検討する戦略的パートナー
シップ協定を締結したと発表した。【日刊
工 07.12】
電気自動車の生産設備に付いて製造販
売で協業する。【日経 07.19】

アリババグルー
プ

パナソニック

7月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
ポーラ

本社所在地

事業項目

ＩＨＩ（機械式駐
車場）

ユーグレナ
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貿易額

概要
高価格帯ブランド「B.A」から新商品を発
表し、海外では中国、香港、台湾、タイ
で11月から販売する。【日経産業 07.05
】
国有企業の華通集団の傘下企業と青島
華通石川島停車装備を設立し、収容率
の高い水平循環式タイプの機械式駐車
場を販売する。【日経 07.06】
「網易考拉海購」（カオラ）を通じ、ミドリム
シを使った商品の中国向け販売を始め
たと発表した。【日経産業 07.11】

三井不動産

中国・上海で地下鉄の駅ビル運営に参
入すると発表した。上海申通地鉄集団と
の共同事業で、開業は2020年の予定。
【読売 07.13】
中国でベビー玩具の新ブランドを新設
し、中国のベビー玩具市場に参入する。
【日刊工業 07.24】
中国向けの日本産米輸出について、7月
中に子会社の精米拠点から中国の現地
法人へ直接輸出を始める【日刊工業
07.25】

バンダイ

神明

7月の中国支店・事務所開設
日本企業
山善

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
2018年度に工作機械などの広西チワン
族自治区桂林市に営業拠点を設ける。
【日刊工業 07.23】
2020年6月をめどに上海宝山区に日本
製日用品の大規模な転じ施設を設ける。
【日経 07.24】
中国での工場の自動化に関わるファクト
リーオートメーション（FA)事業の体制を
強化する。2018年度は人員を2割増や
し、販売拠点を4ヶ所新設する。【日経産
業 07.27】

2018年
度

プラネット

2020年6 上海市
月めど

三菱電機

7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
BMW
華晨汽車集団

設立時期など

進出地

バリック・ゴール 山東黄金集団
ド
欧州エアバス 星宇航空（ス
ターラックス）
SKテレコム
KT

小米
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事業項目

投資額

概要
両社の中国合弁会社、華晨宝馬汽車の
事業拡張に向けた合意書に署名した。
2019年の生産台数を引き上げる。【ﾌｼﾞｻ
ﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.11】
山東省済南市で戦略協力推進協定を締
結した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.12】
最新鋭の大型旅客機「A350」17機を購
入することで基本合意した。【日経
07.19】
韓国通信事業者大手2社のSKテレコム、
KTと提携し韓国でスマホを販売する。【ﾌ
ｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.31】

