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1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
2018年1月 広東省・広州
キューピー
市

丸紅

事業項目

資本金

概要
キューピーの中国子会社が100％出資
し、マヨネーズやドレッシングを生産する
新会社を2018年1月に設立する。【日経
産業 01.04】
合弁会社を設立し、日本製の医薬品で
市場を開拓する。【日経産業 01.04】
中国でリチウムイオン二次電池用電解液
事業の共同出資会社を発足した。【日刊
工業 01.16】

事業費

概要
18年以降、人気のスキンケア「雪肌精」
について中国国内で専用売り場の展開
を加速する。【日経産業 01.05】
シリアル「フルグラ」のサイト販売に続き、
1月にも中国の小売店で販売を始める。
【日経 01.05】
広東省広州市にマヨネーズやドレッシン
グの生産会社を設立する。新会社は現
地子会社「丘比（中国）」の100％出資。
中国で4ヶ所目の生産工場となる。20年
春に出荷を始める。【日刊工業 01.08】
「キュレル」を中国やタイなど6カ国・地域
の輸出先を20年までに12カ国前後に増
やす。【日経 01.08】
「フリープラス」の中国国内の販売店を18
年に1.5倍以上に拡大する。【日経
01.08】
「クリニカ」の歯磨きで成分説明を中国語
表記にした商品の輸出を始めた。小田
原工場では中国専用品の生産を開始し
た。【日経 01.08】

上海復星医薬

三菱ケミカル
宇部興産

1月の中国関連事業拡大企業
日本企業
コーセー

中国企業・機関

現地企業

設立時期など

所在地

カルビー

キューピー

広州丘比食品

丘比

1月中

広東省広州
市

花王

カネボウ化粧品

ライオン
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事業項目

西部技研

ナミックス
エーザイ

蘇州市

リファイン・ホー
ルディングス

2019年
末まで

良品計画

2019年
末目途

河西工業

2021年
目途

広州、武漢

ヤマシンフィル
タ
無印良品

ホンダ

アイリスオーヤ
マ

凸版印刷

2018年
度中

キリンホール
ディングス
エイチワン

湖北省、武
漢

10億円

中国とポーランドに新工場を建設し、リチ
ウムイオン二次電池向け設備を増産す
る。【日刊工業 01.11】
現地子会社「台湾納美仕」でスマホ導電
材の増産をする。【日経産業 01.12】
親蘇州工場で固体剤生産棟と管理等を
完成した。現蘇州工場の約2倍の生産能
力となる。【日刊工業 01.12】
IOT技術を活用した使用済みリサイクル
工場を中国に建設する。【日刊工業
01.12】
2019年末を目途に売り場面積3000平方
メートル規模の主要大型店の数を現在
の3倍に増やす。【日経 01.16】
2021年を目途に海外拠点の開発人員を
米国で現状比2倍の120人、中国で同
50％増の75人程度に引き上げる。【日刊
工業 01.17】
米国と中国にフィルターの製造拠点を設
ける。【日経 01.18】
無印良品による世界初の「MUJIホテル」
が広東省の深圳市に開業した。【朝日
01.18】
中国の80都市で以上でカーシェアリング
事業を始める。20年までに協業先とEV1
万8000台でカーシェアを運用する。【日
経産業 01.19】
非上場を維持しながら米国や中国など
のネット通販向けに事業を拡大しながら
2022年にグループ売上高1兆円を目指
す計画。【日経 01.19】
最先端の半導体の回路原版（フォトマス
ク）の製造を中国で始める。最先端品を
現地生産することで納期を短縮し、中国
でのシェアを現在の5割から20年までに7
割に引き上げる。【日経 01.19】
中国向けにクラフトビールの輸出を始め
た。【日経 01.26】
武漢愛汽車配件の溶接工場を10億円を
投じて増強し、車体骨格部などプレス部
品の生産能力を約2割高める。【日経産
業 01.30】

1月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
キャピタランド

中国企業・機関
万科企業など

日本企業
ヤマトホール
ディングス

中国企業・機関
京東集団

現地企業

設立時期など

所在地

事業項目

事業費

概要
中国の事業を見直し、ショッピングモー
ルの約3割に当たる20施設を計83億
6500万元（約1450億円）で万科企業など
に売却する。【日経 01.06】

1月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
所在地

資生堂
リョーサン

青島三源泰科
電子科技

トヨタ自動車

滴滴出行

JA農業

アリババ集団
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事業項目

契約額

概要
包括提携契約を結び、両社が持つ宅配
ネットワークを相互活用する。【日経産業
01.01】
18年にアリババ集団など現地通販事業
者との提携を深める。【日経産業 01.05】
資本提携し、エアコン用のモーターコント
ローラーを中国で拡販する。【日経産業
01.09】
米ウーバーロジーズ、滴滴出行とともに
自動運転車を使った様々な移動サービ
スの基板をつくることを発表した。【朝日
01.10】
アリババ集団と連携し、日本産のコメを
中国で販売する。【日経 01.12】

東宝

ハリウッドや中国のスタジオと、東宝が権
利を持つ作品の海外版を製作する。【日
経 01.13】
透析患者向けのかゆみ治療薬「TRK820」について中国における独占的な開
発・販売権を三生製薬子会社「香港三
生医薬」に供与した。今後、中国での臨
床試験などを進める。【日経産業 01.17】
自社創製の抗がん剤について、中国バ
イオ医薬品企業のアダライノータイバイ
オファーマーに日本とアジア以外の地域
における研究、開発、製造、販売に関す
る独占的権利を供与するライセンス契約
を結んだ。【日刊工業 01.23】
LIFULLは中国不動産仲介大手の鏈家
と業務提携する。不動産情報サイト「ホー
ムズ」に掲載する投資用不動産の情報を
中国のウェブサイトに掲載し、中国の投
資家による日本への不動産投資を促進
する。【日経 01.24】
三井住友銀行は中国の省エネ関連企業
の業界団体と提携する。25日に調印す
る。三井住友ファイナンス＆リースと共同
で環境負荷の低いボイラーなどの導入を
支援する。【日経 01.25】
電気自動車用バッテリーマネジメントシス
テム（BMS)を開発し、夏にも中国で生産
を始める。【日刊工業 01.26】
正規代理店契約を結びDJI製飛行ロボッ
トの販売を始めた。【日刊工業 01.26】

東レ

エーザイ

LIFULL（ライフ 鏈家
ル）

三井住友銀行

中国節能協会

アルパイン

ニューソフト

テラドローン

DJI

伊藤忠商事

約45億円 中国企業傘下の本間ゴルフと業務提携
し、約45億円を投じ、本間ゴルフ株約
6％を取得する。【毎日 01.30】

1月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
ソニー・グロー
バルエデュケー
ション
三菱東京UFJ銀
行

本社所在地

事業項目

日本通運

サントリーホー
ルデイングス

アリババ集団

パナソニック

貿易額

概要
コンピューターのプログラミング教育事業
で、中国で教材を本格販売する。【日経
産業 01.04】
中国人民銀行から中国で人民元建ての
パンダ債を発行する許可を取得したと明
らかにした。【日経 01.05】
2018年春をメドに日本と欧州の間を中国
の鉄道経由で貨物を輸送するサービス
を開始する。【日経 01.10】
アリババ集団と提携し、現地でウイスキー
など蒸留酒のネット通販に乗り出す。【日
経 01.27】
2018年3月から中国で、野菜工場を活用
し、高付加価値の野菜の生産・販売に本
格参入する。【日経 01.31】

1月の中国支店・事務所開設
日本企業
コーセル

本社所在地

支店・事務所名

設立時期など

現地所在地

オークマ

三菱UFJリース

広東省深圳
市
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事業項目

概要
現地で初めて開発した電源装置を中国
市場に投入、3月には湖北省武漢市に
中国で5ヶ所目となる営業拠点「武漢事
務所」を開設する。【日刊工業 01.11】
中国で3カ所目となる営業拠点を開設す
る。台湾子会社の大司大隈（台北）では
新工場が3月にも稼動する。【日刊工業
01.18】
中国現地法人の三菱日聯融資租賃を通
じて支店を開設した。【日刊工業 01.19】

ニチワ

中国広東省に初の海外拠点となる広州
事務所を開設した。【日刊工業 01.24】

1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
滴滴出行

ティキ（ベトナ
ム）
アメリカン航空

京東集団

グーグル

騰訊控股

テンセント

カルフール（仏）

設立時期など

進出地

中国南方航空

永輝超市

ガルーダ・インド
ネシア航空
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事業項目

投資額

概要
ブラジルの同業最大手99を買収すると
発表した。買収額は10億ドル（約1100億
円）程度と見られる。【日経 01.05】
ベトナムの同業ティキに出資すると発表
した。【日経 01.18】
コードシェアリング協力パートナー関係を
樹立する。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 01.18】
長期にわたる特許の共有で合意した。
【日経 01.20】
騰訊控股（テンセント）と仏カルフール、
中国の永輝超市の3社は資本・業務提
携に向けて基本合意した。何％の株を
持ち合うかなど詳細は今後詰める。【日
経 01.24】
中国路線を強化、1月末にバリ島と西安
を結ぶ新規路線を開く。【日経産業
01.24】

