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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
事業項目 資本金
概要
アトレ（JR東 微風
台北
アトレと三井物産の共同出資会社
日本）
と微風が台湾で運営会社を設立
し、台湾・信義のショッピングセ
ンター「微風南山」の2～4階に海
外第1号店を開業した。【日経
01.11】
楽天
ウォーターラ
100億台 楽天銀行・楽天カードが合弁会社
ンド・フィナ
湾ドル を設立すると発表。資本金は100億
ンシャル・
台湾ドルで、楽天銀行50％、
ホールディン
WFH49％、楽天カード1％を出資す
グス（WFH）
る。【日経産業 01.11】
明治
明治投資
上海市
中国事業のマネジメント強化を目
的に中国統括会社を月内に設立す
る。【日刊工業 01.18】
トヨタ自動
2020年
共同で電気自動車（EV）など車載
車、パナソ
電池の新会社を設立する。トヨタ
ニック
51％、パナソニック49％で出資す
る方向。パナソニックが持つ電池
工場のうち、中国大連にある工場
の生産ラインを新会社に移管す
る。【日経 01.20】

日本企業
竹内製作所

サンワカンパ
ニー

中国企業・機関

現地企業

1月の中国関連事業拡大企業
所在地
事業項目 事業費
概要
山東省・青
設備投資 子会社工場に新たな工場棟を整備
島市
額：約13 し、建機に使う大型部品の生産能
億円
力を約2倍に引き上げる。設備投資
額は約13億円。【日経産業
01.04】
上海、武
中国で現地の3社が共同出資した新
漢、寧波
会社と代理店契約を締結し、年内
に新会社を通じて上海、武漢、寧
波にショールームを順次開設す
る。アリババのEC通販サイトでの
販売も始め中国売上高1億円の達成
を狙う。【日経産業 01.08】

設立時期など
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人民元建てで中国の株式や債券に
投資できる「人民元適格外国人機
関投資家（RQFI）」の投資枠を取
得した。【日経 01.09】
中国で靴ブランド「イフミー」を
中心にして子供向け商材を拡販す
る。【日経産業 01.10】
月内にも、上海に若手中国人社員
が新事業を開発する拠点を設け
る。【日経 01.13】
2019年後半にも中国に進出し上海
などの都市部販売拠点を置き、医
療機関などに痛みを感じない注射
針を売り込む。【日経 01.14】
ガラス繊維強化プラスティックを
使い軽量化した自動車部品の工場
を新設する。【日刊工業 01.15】
17億台湾 台湾のエレベーター製造大手の永
㌦
大機電工業に対する株式公開買い
付け（TOB)を開始したと発表し
た。最大約217億台湾ドル（約780
億円）を投じて完全子会社を目指
す。【日刊工業 01.17】
生産子会社の既存の工場棟内に生
産ラインを構築し、自動車の特殊
排出ガス中の酸素をより厳密に測
定できる全領域空燃比センサーの
量産を始める。【日刊工業
01.17】
種子ビジネス向けの種まきを中
国、インド、イタリアで試験栽培
を始めた。【日経産業 01.17】
「浙江愛智機電」で数億円を投
じ、設備増強を実施し自動車部品
のモーターに使う磁石の中国での
生産能力を4割引き上げる。【日刊
工業 01.18】
中国やアジアで搬送機器（マハテ
ン）事業を拡大する。【日刊工業
01.18】
業務用家具の生産体制を強化す
る。上海にある2つの製造拠点を集
約し、浙江省桐郷市に新工場を立
ち上げた。【日刊工業 01.21】
リチウムイオン電池材料などの生
産に使われる焼成炉を増産する。
【日刊工業 01.21】
中国や欧州でラベルの用紙の生産
量を引き上げる。【日経 01.22】
年内をめどに、中国・北京市の製
造販売子会社「北京浜松公子技
術」で、バイオ・医療分野向けの
計測装置などシステム品の生産を
新たに始めた。【日刊工業
01.22】
台湾に新工場を開設する。【日経
産業 01.23】
東京ガスなどと台湾で次世代検針
システムの実証実験を始めると発
表した。【日経産業 01.23】
欧州設計のフォークリフトを中国
で本格販売する。将来的には中国
生産も検討する。【日刊工業
01.24】
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河北力准機械製造と共同出資で設
立した合弁会社を通して中国で自
動販売機の生産ラインを構築す
る。【日刊工業 01.24】
販売代理店向けショールーム
「ほっとラボ」を既存5ヶ所から
2020年までに15ヶ所へ増やし、ガ
ス機器販売網を強化する。【日刊
工業 01.25】
上海で発電用ディーゼルエンジン
の製造・販売を強化すると発表し
た。【読売 01.29】
北京浜松 約20億円を投じて工作機械を生産
公子技術 する新棟を2020年に稼働させ、台
湾の生産能力を7割増やす。【日経
産業 01.31】
アイケア事業の販売拠点「トプコ
ン メディカル テクノロジー」
を設立し、業務を開始した。【日
刊工業 01.31】

1月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
現地企業 設立時期など 所在地
事業項目 事業費

概要

1月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
所在地
事業項目 契約額
概要
台湾の金融グループと提携し、現
地で銀行業に参入すると発表し
た。【朝日 01.09】
中国動画配信サービスのbiibiliと
契約し、Vチューバーが登場する動
画を配信する。【日経産業
01.09】
資本提携している複合企業の中国
中信集団（CITIC)と今春、中国の
データセンター向け投資ファンド
を設ける。【日経 01.15】
慢性便秘症治療薬「グーフィス」
について、台湾での独占的な開
発・販売権を与える契約を結ん
だ。【日経産業 01.15】
台湾で約600両の鉄道車両を受注し
たと発表。金額は約443億台湾ドル
（約1600億円）の見通しで2021年
から順次導入する。【日経産業
01.16】
25日、スタートアップ企業を育成
する国有企業の「中関村発展集
団」と提携する。【日経 01.23】
業務提携し、センスタイムのAIシ
ステムを日本で販売すると発表し
た。【日経産業 01.24】
中国で生産した工作機械をインド
に輸出する。【日経産業 01.25】
電気自動車に搭載するバーーテ
リーパックの中国生産を9月以降順
次始める。【日刊工業 01.28】
中国でエンジンを生産する合弁会
社の株式を米フォードモーターか
ら買い取り、中国の重慶長安汽車
との折半出資に切り替えた。【日
刊工業 01.31】

ディ・エヌ・ センスタイム
エー（DeNA)
DMG森精機
アルパイン
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日本企業
ホシザキ

1月の対中市場参入（貿易等）
事業項目 貿易額
概要
2019年4 江蘇州蘇州
業務用食器洗浄機市場に参入す
月販売 市
る。現地専用モデル「HW-600A」を
2019年4月に発売する。【日刊工業
01.04】
台湾と英国の洋上風力発電事業に
参画すると発表した。【日経産業
01.15】

本社所在地

JERA

日本企業

本社所在地

日本・外国企業 中国企業・機関

NEV（ス
中国恒大集団
ウェーデン）

グラブ（シン 衆安在線財産
ガポール） 保険
中国河鋼集団 タタ製鉄（イ
ンド）
Zheｊiang・ アセンシア・
POCTech
ダイアべティ
ス・ケア・
ホールディン
グス（スイ
ス）

支店・事務所名

1月の中国支店・事務所開設
設立時期など 現地所在地
事業項目

概要

1月の中国企業・機関の海外進出
進出地
事業項目 投資額
概要
9億3000 スウェーデンの電気自動車メー
万㌦
カーNEVを買収する。恒大の傘下上
場会社が9億3000万ドル（約1000億
円）を投じてNEVの株式の51％の株
式を取得する。【日経 01.17】
シンガポールの配車サービスグラ
ブと提携し、合弁会社を設立しス
マホを通じて東南アジアで保険を
販売する。【日経 01.18】
3億2700 タタ製鉄に3億2700万ドル（約360
万㌦
億円）を支払い、東南アジア事業
の7割を買収すると発表した。【日
経 01.29】
提携したことで、アセンシアは医
療用生体内センサーの既存の製品
を対象に13カ国で独占販売権と他
地域で販売権の優先交渉権を獲得
した。【日刊工業 01.30】

設立時期など
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