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5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

丸紅
イオン

ディープブ
ルーテクノロ
ジー（深蘭科
技）

日本企業
DIC

中国企業・機関 現地企業

所在地
上海市

事業項目

資本金

概要
液晶パネル製造機器のアフター
サービス会社を設立したと発表し
た。【日経産業 05.17】
4月に設立した合弁会社の研究拠点
の開業式典を上海で開く。【日経
05.26】

事業費

概要
薄膜トランジスタ液晶材料を生産す
る「青島迪愛生精細化学」に年間48
万キロワット時の発電量を備えた太
陽光発電設備を導入した。【日刊工
業 05.03】
20年度までに中国の既存工場を増
強し、燃費性能を向上する潤滑油添
加剤を増産する。【日刊工業 05.02】

5月の中国関連事業拡大企業
設立時期など

三洋化成工業

20年度
まで

椿本チエイン

2018年
内

東亜ディー
ケーケー

2020年
目途

所在地
山東省

三菱重工業
三井化学

上海市

イリソ電子工
業

南通市
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事業項目

2018年内にも、中国でコンベイヤー
式仕分け機の生産に乗り出す。【日
刊工業 05.09】
2020年をめどに中国で環境計測機
器の現地生産を始める。【日刊工業
05.14】
中国の業務用エアコンの生産能力
をこれまでの1.5倍の、年産120万台
体制に拡張する。【日経 05.14】
2019年に中国・上海市の自動車向
け樹脂コンパウンド工場を増強す
る。製造設備を新設して生産能力を
現状比9割増の2万1000㌧に引き上
げる。【日刊工業 05.15】
コネクターの新工場が完成し、稼働
を始めた。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
05.17】

ネスレ日本

アリババ集団

大阪ガス

台湾中油 ・
台湾電力

花王

アリババ集団のインターネット通販サ
イト「天猫」でコーヒー販売を始めた。
【日経産業 05.17】
液化天然ガス（LNG)受け入れ基地
の建設でコンサルティング業務を受
注した。【日経産業 05.18】
中国に旗艦ブランド「SENSAI」を投
入する。【日経 05.19】
工場自動化機器や産業ロボットに使
う電線の増産に向け、茨木県日立
市、中国、ベトナムの3製造拠点に総
額約30億円を投じて設備を増強する
と発表した。【日刊工業 05.22】
電気自動車（EV）などに搭載する電
池を増産する意向を明らかにした。
【毎日 05.23】
「中国事業開発センター」の車載用
ディスプレー担当人員を従来比3倍
に増やす。【日刊工業 05.23】
投資額： 中国江蘇省蘇州市の工場に鉄鋼容
12億円 中心の重研削砥石を生産する新工
場棟を建設する。【日刊工業 05.24】
6月からインドシナ半島諸国と中国南
部との間の陸上運送に乗り出す。
【日経 05.28】
中国の大手音楽会社の太合音楽集
団から1億円調達し、ブレイカーが抱
えるタレントを中国に売り込む。【日
経産業 05.28】
「イオンモール煙台金沙灘」を開業し
た。日本流サービスを売りに年間800
万人の集客を目指す。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｲ 05.29】
研究開発（R&D）センターを開業し
た。事業を通じてノウハウの蓄積を狙
う。【日経 05.31】
自動車向けを中心とする電池事業
の売上高を、2021年度に1兆1250億
円に伸ばす目標を公表した。【日経
05.31】

20年

日立金属

江蘇省

パナソニック

江蘇省

JDI

深圳

ノリタケカンパ
ニーリミテッド
日本通運
ブレイカー

太合音楽集団

イオンモール

山東省煙台
市

イオン

上海

パナソニック

5月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
オリンパス

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

ホンダ

武田薬品工業

ユニー・ファミ
リーマートホー
ルディングス
日本バルカー
工業

概要
深圳市にあるデジタルカメラ工場を
閉鎖した。【朝日 05.8】
子会社のホンダ汽車をホンダと広州
汽車が折半出資する現地合弁に売
却する。売却額は6億元（約120億
円）。【日経 05.18】
中国子会社の広東テックプール・バ
イオファーマの株式約51％を合弁相
手の中国企業に売却すると発表し
た。【毎日 05.22】
香港のスーパーを売却する。【日経
05.24】
上海の現地法人が主体となる「中国
人材開発委員会」が中国で働く人材
の育成を担う。【日経産業 05.25】

5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

所在地
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事業項目

契約額

概要

日揮
アクティブソ
ナー

Bolome(ボー
ローミー）

みずほ銀行

中国輸出入銀
行
百洋医薬グ
ループ

伊藤忠商事
博報堂

米国・中国の同業と相次ぎ提携し
た。 【日経産業 05.09】
中国電子商取引関連の
Bolome(ボーローミー）の日本法人と
中国市場開拓で業務提携した。【日
経産業 05.09】
業務協力協定を結んだと発表した。
【日経 05.11】
包括業務提携を結んだ。 伊藤忠の
子会社に百洋が少額出資し、日本
製商品を販売する。【日経 05.11】
中国に進出する日本企業のマーケ
ティング支援を始めると発表した。
【日経産業 05.16】
三井住友カード、銀聯国際などと提
携しクレジットカードを発行する。【日
経産業 05.16】
協働ロボット分野で業務提携した。
【日刊工業 05.16】
ドライバーモニタリングシステムを開
発し、2019年後半をめどに中国の車
メーカー向けに供給を始める。【日刊
工業 05.17】
中国のVR・AR制作会社と提携し、共
同で映像作品を制作する。【日刊工
業 05.24】
電気自動車に使う新型電池を共同
開発する。【日経 05.25】
中国の電力大手の華潤電力グルー
プが江蘇省泰興市に建設する火力
発電所向けに、H-25形ガスタービン
を2基受注した。【日刊工業 05.29】

百度（バイ
ドゥ）

三井住友カー 携程旅行網
ド
（シートリップ）
オムロン

テックマンロ
ボット

クラリオン

アスミック・
エース
ホンダ

遼寧時代新能
源科技

三菱日立パ
ワーシステム
ズ（MHPS)

5月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
野村ホール
ディングス

本社所在地

事業項目

貿易額

特種東海製紙

住友商事

三井住友海上
火災保険

概要
中国の金融市場に本格参入する方
針を固めた。【読売 05.04】
書籍や包装用に使われる高級紙で
中国市場に進出したことを発表し
た。【日経産業 05.11】
台湾で食品スーパーに参入する。現
地2位のシンプルマートリテールに約
45億円を出資して株式の22％を取
得することで合意した。住商はシン
プルマート社を通じて日本製品を販
売する。【日経 05.12】
中国の生命保険市場に参入する。
中国の大手国有銀行傘下の交銀康
連人寿保険公司に出資し、株式の4
割弱を取得する。 【日経 05.23】

5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

5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

ダラズ（パキス アリババ集団
タン）
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事業項目

投資額

概要
パキスタンで通販事業を展開するダ
ラズを完全子会社化した。【日経
05.10】

博報堂（日本） 百度（バイ
ドゥ）

日本企業を対象に大規模なマーケ
ティング支援に乗り出す。博報堂とも
組み、中国に進出する日本企業向
けのマーケティング支援も始める。
【日経 05.14】
ウガンダの商業銀行、ポストバンク・
ウガンダと上海市で協力協定を締結
し、今後3年間で銀聯カード40万枚
を発行することが決まった。【ﾌｼﾞｻﾝｹ
ｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.17】
独化学コベストロはアリババ集団と提
携し、アリババのサイト内に専用
ショップを設け、中国で合成樹脂の
ポリカーボネートやポリウレタンの
ネット販売に乗り出した。【日経
05.18】
中国の名門大学4校と米マイクロソフ
ト社は人工知能に関する同社の
データとツールを共有するオープン
プラットフォームを構築する。【ﾌｼﾞｻﾝ
ｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.23】
深圳証券取引所と上海証券取引所
から成る共同企業体と、バングラデ
シュのダッカ証券取引所は株式購入
取り決めに調印した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞ
ﾈｽｱｲ 05.23】
米同業のパルスエレクトロニクスを約
7億4000万ドル（約820億円）で買収
すると発表した。【日経 05.24】
約40億ドルを投じて、チリ資源大手
のSQMの24％の株式を取得すること
で合意したと発表。【日経 05.26】
ロシア沿海地方で中国企業との合弁
事業で、第一汽車集団ブランドのト
ラックの組み立てを開始した。【日経
産業 05.28】
フランスのソフトウェア開発企業と戦
略提携し、生産効率を改善する。
【日経産業 05.28】
第一汽車との合弁会社の下で青島
と天津、仏山に3工場を開設し、SUV
とEVの開発強化を目指す。【ﾌｼﾞｻﾝ
ｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.30】
出資先で、自動車用シートを製造す
るドイツのグラマーの買収に向け協
議を開始した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
05.30】
騰訊控股は仏流通大手カルフール
と提携し、スマートスーパー
「LeMarche」をオープンした。【ﾌｼﾞｻ
ﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 05.31】

ポストバンク・ 銀聯国際
ウガンダ（ウガ
ンダ）
コベストロ（独） アリババ集団

マイクロソフト
（米）

ダッカ証券取 深圳証券取引
引所（バングラ 所および上海
デシュ）
証券取引所

パルスエレクト 国巨（ヤゲオ）
ロニクス（米）
SQM（チリ）

天鋰業

スモトリー（ロ
シア）
フチュールマ 華潤ビール
スター（仏）
フォルクスワー
ゲン（独）
グラマー（独） 寧波継峰汽車
零部件
カルフール
（仏）

騰訊控股
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