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3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
オリックス

セントラル硝子 広州天贈高材
材料股份有限
公司
富士通
上海儀電

設立時期など

所在地

事業項目

上海儀電智
能科技

イオンディライト 深蘭科技

2018年4月

小林製薬

上海

東ソー

東曹

上海市

資本金

概要
人口知能を手掛けるベンチャー企業の
「ウィーキャッシュ」に64億円出資した。
【日経 03.02】
リチウムイオン二次電池（LIB)用の電解
液原料を製造する合弁会社を設立する
と発表した。【日刊工業 03.08】
3500万元 最先端のITを使う「スマート製造」を推進
（約6億円） する合弁会社、「上海儀電智能科技」を
設立したと発表した。資本金は3500万元
（約6億円）。上海電儀が51％、富士通の
中国法人が49％を出資する。【日経
03.10】
ＡＩ知能やIOTを活用したファリシティ施
設経営を構築する合弁会社を上海で設
立すると発表した。イオンディライトが
65％、深蘭科技が35％を出資する。
【日刊工業 03.20】
江蘇中丹製薬を買収し、合わせて中国・
上海で統括会社を設立すると発表した。
中国で一般用医薬品製造に乗り出す。
【日刊工業 03.30】
地域統括会社「東曹」を設立した。中国
国内の連結子会社11社を順次新会社の
傘下に移管する【日刊工業 03.21】

3月の中国関連事業拡大企業
日本企業
大陽日酸

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

アルファ
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事業項目

事業費

概要
東シベリアで生産するヘリウムを安定調
達し、国内や中国に販売する。【日刊工
業 03.06】
広州の工場で自動車用部品のドアハン
ドルの成型機を増やし、2019年5月まで
に生産能力を6割高める。【日経産業
03.06】

日本ピストンリン
グ

日環汽車零
部件製造

安川電機

パナソニック

2018年 江蘇省
後半～
19年まで
今春

「日環汽車零部件製造」にピストンリング
の新生産ラインを数億円かけて構築す
る。【日刊工業 03.06】
中国で現地の産業用ロボットメーカーに
中核部品の販売を本格化する。【日経
03.06】
中国家電の売上を2020年度に200億元
（約3400億円）に倍増する。【日経
03.09】
小倉離合機(長興）で建設を進めていた
第2工場の竣工式を開いた。新工場は
カーエアコン用のクラッチ専門工場。【日
刊工業 03.12】
中国の大連工場で車載用リチウムイオン
電池の量産を開始したと発表。ハイブ
リッド車や電気自動車向けなどに供給す
る。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 03.14】
メキシコと中国で自動車関連部品などを
増産する。両工場で射出成型機を追加
し、2018年12月期の出荷量を金額ベー
スで3～5割増やす方針。【日経産業
03.22】
天津の工場に製造ラインを増設し、乳飲
料用の機能性添加物を増産する。【日経
産業 03.22】
工作機械の新工場を建設すると発表し
た。年産能力は1200台で中国内陸部へ
の供給体制を拡充する狙い。【日刊工業
03.23】
2000年3月までに、中国の販売店を400
店に増やす。20年代初めには中国での
販売台数を30万台以上に引き上げる。
湖南省の合弁工場にはエンジン工場を
新設して生産面でも体制を整える。【日
経産業 03.23】

2020年
度

小倉クラッチ

浙江省

パナソニック

ハッカイ

2018年
12月期

不二製油グ
ループ

天津

ツガミ

安徽省

三菱自動車

2000年3 湖南省
月まで

東洋電機製造

江蘇省

新工場を設け、パンタグラフ部品を製造
してグループ会社に出荷する。【日経
03.23】
アリババ集団との協業範囲を拡大し、今
後「IOT」対応の家電を使った新サービ
スの共同開発に取り組む。【日経 03.31】

パナソニック

3月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
東芝映像ソ
リューション
（TVS）

中国企業・機関
青島海信電器
股

現地企業

設立時期など

所在地

リコー

SBIホールディ
ングス
HIS

パソナ
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事業項目

事業費

概要
東芝は小会社の 東芝映像ソリューショ
ンを中国の青島海信電器股份有限公司
に発行済み株式の95％を譲渡した。
TVSは東芝の連結対象から外れる。【日
刊工業 03.01】
2018年度にも日本と欧州を中心に従業
員を4000人規模で削減する。中国の主
力工場1箇所を売却する方針も固めた。
【日経 03.08】
中国の仮想通貨企業フォビーグループ
との資本業務提携を取り止めた。【日刊
工業 03.16】
訪日客を有償で案内する「地域通訳案
内士」の育成事業を共同で始める【日経
産業 03.26】

3月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
フィリップス・
ジャパン

中国企業・機関

所在地

事業項目

契約額

新日鉄住金

LINE

摩拝単車

ソフトバンクロボ 海爾集団
ティクス

全日本空輸

上海吉祥航空

日本通運

上海国際港務
集団
上海
物流公司

フジテレビ

概要
日本のヘルスケア関連のスタートアップ
企業を支援する事業を4月に始める。オ
ランダや中国、インドの世界4カ国の技術
革新の拠点と連携する。【日刊工業
03.06】
チタン薄板の「トランティック」が中国の復
旦大学が建築する屋根材に採用され
た。【日刊工業 03.08】
摩拝単車(モバイク）と組み、札幌や福岡
市、神奈川県大磯町などで2018年前半
に自転車シェアリングサービスを始める。
【日経 03.09】
ヒト型ロボット「ペッパー」を中国で本格的
に展開する。海爾集団（ハイアール）と業
務提携を結んだ。国内20万店の販売網
があり、店頭などでペッパーを導入する。
【日経 03.09】
吉祥航空と提携し、国際線のほか、中国
内の都市を結ぶ国内線で共同運航を始
める。【日経 03.14】
上海と内陸部の都市を結ぶSIPGグルー
プの長江を運航する内航船や大型倉庫
などを使い、中国全土に輸送網を広げ
る。また中国製品の海外輸出も支援す
る。ECサイト「上港モール」向けに日本
製品の中国への輸送や買い付け手配で
も協力する。【日経 03.14】
中韓の制作会社と協力し、同じ脚本を元
に同時ドラマを制作する。【日経 03.19】

プリンスホテル

万科企業

プリンスホテルが全額出資する吉林西部
リゾートコンサルティングが万科企業の子
会社の万科旅游開発と契約し、大規模
スキー場の開発・設計のコンサルティン
グ業務を受託した。【日刊工業 03.22】

ロコパートナー
ズ

ゴマジ

宿泊施設の掲載で提携した。【日経産業
03.26】

3月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
東陽テクニカ

本社所在地

事業項目

東芝インフラシ
ステム

伊藤忠商事

武漢中鉄伊物
流

サンテックパ
ワー
三井住友銀行

野村ホールディ
ングス
コナミデジタル
エンタテインメン
ト
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貿易額

概要
今夏をめどに車載用の全固体電池の電
解質評価システムを中国市場に投入す
る。【日刊工業 03.09】
40億円弱 東芝インフラシステムは台湾の中華郵便
に郵便物自動処理システムを納入した。
小型郵便区分機などの機器とそれに付
随するITシステムのセットを台中、台南、
高雄の3局に納めた。10年間にわたり保
守サービスを提供する。【日刊工業
03.09】
船便と中国などの鉄道を使い、日本と欧
州を結ぶ日欧間の輸送サービスを始め
る。【日経 03.11】
日本法人が既築住宅向けに太陽発電シ
ステムの販売を始める。【日経 03.13】
三井住友銀行は香港経由で中国本土
の債券に投資し資産担保証券（ABS）を
購入、日本の投資家への販売を目指
す。【日経 03.15】
野村ホールディングスは富裕層向け証
券ビジネスを本格化する。【日経 03.15】
スマホ向けサッカーゲーム「ウイニングイ
レブン カードコレクション」を中国で配
信する。【日経産業 03.16】

LINE

河合楽器製作
所

企業や著名人がライブ動画を配信できる
サービスを台湾で始める。【日刊工業
03.22】
中国やインドネシアなどアジアでの音楽
教室事業を拡大する。生徒数を2019年3
月期に7カ国で1万人を目指す。【日刊工
業 03.22】
台湾で大型の洋上風力発電事業に参画
する。【日経 03.28】
台湾玉山銀行と共同で日本の電子商取
引（EC）向けに、台湾で用いられる決済
サービスの提供を始める。【日刊工業
03.30】

宋慶齢基金会

丸紅
NTTデータ

3月の中国支店・事務所開設
日本企業
トクラス

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
中国での浄水器やシステムキッチンの拡
販を狙いに、上海市に新事業所を設置
した。【日刊工業 03.12】
中国・上海市に科学機器の開発・販売・
サポート拠点「日立ハイテクサイエンス
パーク上海Lab 」を新設した。【日刊工業
03.30】

日立ハイテクノ
ロジーズ

3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
ダイムラー（独） 北京汽車
北京ベンツ

設立時期など

進出地

ミャンマー政府 中国港湾工程
BMW（独）

長城汽車

ダイムラー（独） 北京汽車集団

コーニング（米）

JLL クシュー 海航集団
マン・アンド・
ウェークフィー
ルド
緯創資通(ウィス
トロン）台湾

事業項目

投資額

概要
北京汽車とダイムラーは共同で119億元
（約2000億円）を投じ高級車「メルセデ
ス・ベンツ」の新工場を建設する。【日経
産業 03.01】
ミャンマー北東部と西部を結ぶ高速道路
整備に関する覚書を締結した。【日経
03.06】
提携し、「ミニ」のEVモデルを中国で生
産することを決めた【読売 03.08】
ダイムラーは、北京汽車集団の電気自
動車（EV)子会社に3.93％を出資すると
発表した。EV分野で関係を強化する。
【日経 03.09】
2020年までに中国でガソリンエンジン車
向け粒子状物質（PM）除去装置「ガソリ
ン・フィルター（GPF)」の量産を始める。ド
イツの工場でもGPFの増産を始める。【日
刊工業 03.09】
米国の不動産サービス大手2社と提携を
発表。資産売却を加速する。【日経
03.14】
インドでのiPhone(アイフォーン）の受託
生産拡大のため68億2000万ルビー(約
112億円）を投じると発表した。【ﾌｼﾞｻﾝｹ
ｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 03.15】
インドネシアの西ジャワ州スバン県に工
場を開設した。【日刊工業 03.23】

セルエキスパー
ト・エネルギー・
コーポレーショ
ン
中国・欧州国際
定期貨物列車

重慶市からベトナム・ハノイまでの貨物路
線が開通した【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ
03.23】
米ベルキン・インターナショナルを現金8
億6600万ドル（約915億円）で買収した。
【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 03.28】
雲南省・昆明からネパールの首都カトマ
ンズに直行する初の定期貨物路線を開
通した。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 03.28】

鴻騰六零八八
精密科技
友和道通航空
公司
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三菱重工グ
鞍山鋼鉄集団
ループ英プラィ 公司
メタルズテクノロ
ジーズ

鞍山鋼鉄集団公司から鞍山製鉄所第3
製鋼所の2ストランド式スラブ連続鋳造機
の改良工事を受注した。【日刊工業
03.29】
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