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7月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本企業
塩野義製薬

中国企業・機関 設立企業名

設立時期など

所在地

事業項目

平安健康医療
科技

THK

ワタミ

国際天食

7月

荏原

合肥荏原精密
機械

7月中

安徽省

日立製作所

2022年
末まで

日鍛バルブ

2022年 中国広東省
度
広州市、米
国ｻｳｽｶﾛﾗｲﾅ
州

概要
共同で中国の糖尿病や高血圧患者
の生活データ解析を始める。【日
経 07.01】
中国で、産業機械内部の要素部品
の状態をIoT（モノのインター
ネット）で見える化するサービス
「オムニエッジ」の正式運用を始
めた。【日刊工業 07.05】
合弁会社を設立。唐揚げのフラン
チャイズチェーン（FC）1号店を
上海に開業するほか、年内にも焼
き肉業態の展開をめざす【日経
07.08】
14億円 半導体製造向けドライ真空ポンプ
のオーバーホールを手がける工場
を完成。【日刊工業 07.19】
3000億円 日本、米国、中国にモーターなど
電気自動車（EV）部品の新工場を
設ける。【日経 07.24】
2億円
中国と米国で乗用車の燃費性能向
上に貢献する先進エンジンバルブ
を生産する。【日刊工業 07.29】
資本金/出資額

7月の中国関連事業拡大企業
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
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事業項目

概要
1500億円 中国系企業エンビジョンAESCグ
ループと組んで英国で電気自動車
（EV）用リチウムイオン電池の新
工場をサンダーランド工場の隣に
建設すると発表した。電池工場新
設のほか、日産の完成車工場では
多目的スポーツ車（SUV）の新型
EV生産も始める。【日経 07.01】
事業費/投資額

東レ

島津製作所

9月

天津島津液 10月
圧

ソディック

天津市

22億円

22年6月 福建省アモ
イ市

14億円

共和レザー

タムロン

2023年 広東省

学研ホール
ディングス
（HD）
ERISA

ＴＨＫ

FUJI

江蘇省南通
市

THK（常
2022年3 江蘇省常州
州）精工 月
市 遼寧省
THK（遼
大連市
寧）精密工
業
2023年 江蘇省

ヤマザキマ
ザック

大連市遼寧

パナソニック 雅達国際

江蘇省宜興
市

40億円

数億円

良品計画
ロフト

FUJI
ジーテクト
住友ベークラ
イト

2023年 上海

成都

昆山之富士 2021 年 江蘇省崑山
機械製造
市
広州市
蘇州住友電
木（江蘇
省）

61億円
25億円
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中国で展開する「家まるごと浄水
システム」をフルラインアップで
提供するほか、浄水器の自社販売
店を現在の4店舗から3年後には10
店舗に拡大する【日刊工業
07.02】
生産子会社の天津島津液圧（天津
市）の本社工場の隣接地にフォー
クリフト向け油圧ギアポンプなど
を生産する新工場を建設、10月に
稼働する。【日刊工業 07.05】
アモイ工場の隣接地に射出成形機
と食品機械の新工場を建設する。
【日刊工業 07.05】
中国で自動車用内装材事業を強化
する。中国子会社の共和興塑膠・
廊坊（河北省）の売上高を引き上
げる【日刊工業 07.07】
中国・広東省の仏山工場で4K対応
監視カメラ用レンズの開発・生産
体制を整備する。【日刊工業
07.07】
画像解析を手掛けるスタートアッ
プのERISA（エリサ、松江市）と
組み、まずは江蘇省南通市の病院
で認知症の予兆を検知するサービ
ス事業を始めた。学研HDの子会社
で認知症ケアが主力のメディカ
ル・ケア・サービス（MCS、さい
たま市）が、上海市に持つ介護事
業子会社の販路を活用した。【日
経 07.14】
新棟を増築。【日刊工業 07.14】

昆山工場に延べ床面積がそれぞれ
1万5千平方メートル規模の2棟を
新設する。江蘇省にある昆山工場
の生産能力を8割引き上げる。
【日経産業 07.15】
遼寧工場に新たな建屋を設け、22
年までに段階的に生産能力を引き
上げる。【日経産業 07.15】
高齢者向け分譲住宅を建設中。日
本で培った健康関連家電と住宅設
備をセットで売り込むスマートタ
ウン事業の第1弾。【読売
07.20】
2024年8月期から中国で年間50店
のペースで出店する方針を示し
た。【日経 07.22】
既存の3店を含め、上海や成都市
などで2023年までに計6店舗を運
営する計画で、現地で物流拠点も
整備する。【日経産業 07.26】
新工場2棟を新設。【日刊工業
07.26】
EVの車体部品を生産するための新
工場を設ける。【日経産業
07.26】
半導体封止材の生産能力を5割増
強すると発表した。新ラインは既
に着工済みで年内に完成する。
【日経 07.28】

CKD

11月

花王

8月

江蘇省無錫
市

数億円

CKDは生産設備などに使う空気圧
機器と電動機器の新生産ライン各
1本を中国江蘇省無錫市の工場(写
真)で11月に稼働し、生産能力を
それぞれ3割増と5割増に高める。
【日刊工業 07.28】
乳幼児用紙おむつ「メリーズ」の
高価格帯の商品を中国で発売、現
地工場で生産する。【日経
07.29】

7月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業
川崎重工業

中国企業・機関 現地企業

設立時期など

所在地

事業項目

中国遠洋海運 南通中遠川
集団（コス 崎船舶工程
コ・グルー （NACKS）
プ）

ジャパンディ 緯創資通(台
スプレイ
湾）

事業費
概要
80億円 液化石油ガス（LPG）運搬船の船
体建造を中国の持ち分法適用会社
に順次移管。中国海運大手の中国
遠洋海運集団（コスコ・グルー
プ）と川崎重工が合弁運営する造
船所「南通中遠川崎船舶工程
（NACKS）」に日本から技術供与
する。【日経 07.07】
台湾の製造子会社を、電子機器の
受託製造サービス（EMS）大手の
台湾・緯創資通（ウィストロン）
に売却する。【日経 07.09】

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 中国企業・機関
三井住友銀行 深圳キャピタ
ルグループ

ACD

設立時期など

所在地

騰訊控股（テ
ンセント）

アクチュアラ Ａｒｃｔｉｃ
イズ
Ｖｉｓｉｏｎ
（上海）

丸和運輸機関

2023年
度
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事業項目

概要
4500万元 中国のベンチャーキャピタル
（約7億 （VC）に出資する。米国系VCの
7000万 SOSVインベストメントと、中国政
円）
府系VCの深圳キャピタルグループ
が共同で組成するファンドに出
資。【日経 07.08】
ANAホールディングス（HD）が約3
割出資するシステム開発のACD
は、来日が難しい中国人向けに日
本の土産物や家電を輸送するサー
ビスを始めた。中国の騰訊控股
（テンセント）と提携し、動画で
商品を選んでもらい、グループの
航空機などで中国に運ぶ。【日経
07.16】
同志社大学発ベンチャーのアク
チュアライズは、目の角膜内皮細
胞を移植する開発中の再生医療等
製品「AE-101」で、中国バイオベ
ンチャーのArctic Vision（上海
市）とライセンス契約を結んだ。
契約金額は研究開発費や開発段階
に応じた報酬、発売後の販売実績
に応じた報酬で総額3500万ドル
（約38億円）以上。【日刊工業
07.27】
中国で低温物流（コールドチェー
ン）事業に参入する構想を明らか
にした。現地のスーパーマーケッ
トと連携し、野菜や肉といった生
鮮食品の温度管理や配送手続きな
どを手がける。【日刊工業
07.28】
契約額/投資額

メタウォー
ター

メタウォーターは中国江蘇省無錫
市の浄水場向けに高濃度オゾン発
生システム1台を受注した。1期工
事に続いての受注となり、浄水場
は1日100万立法メートルの水を高
度処理して水道水として供給す
る。【日刊工業 07.28】

2022年2月

7月の対中市場参入（貿易等）
日本企業
本社所在地
ダイキン工業
内山書店

事業項目

設立時期など

貿易額

2022年3
月期中
7月10日 天津市

足利銀行（那
須高原ビー
ル）
正興サービス 深圳プー
＆エンジニア ドゥーテクノ
リング
ロジー
インテージ
ホールディン
グス
三井住友フィ
ナンシャルグ
ループ
（FG）、SMBC
日興証券
ローソン パ
ナソニック

今夏
来年夏
頃

7月30日 遼寧省大連
市

概要
換気する機能付きの家庭用エアコ
ンを東南アジア、欧州、中国など
で発売する。【日経 07.03】
戦前の中国・上海で文豪の魯迅が
通った「内山書店」が１０日、天
津市の商業施設内に開業。【読売
07.10】
足利銀行が那須高原ビールのビン
テージビール「ナインテイルド
フォックス」を香港の酒類卸「逸
品館」への輸出をオンラインで支
援した。【日経産業 07.13】
中国の深圳プードゥーテクノロ
ジー（深圳市）製の配膳・配送向
けを主としたサービスロボット３
機種を８月に全国で発売する。
【日刊工業 07.14】
中国向けの越境EC（電子商取引）
でテスト販売の受託を本格的に始
める。【日経 07.15】
共同で中国に証券会社を設立す
る。中国証券監督管理委員会に設
立を申請した。【毎日 07.29】
中国であらゆるものがネットにつ
ながるIoTを使った新型店舗の営
業を始めた。ネットで注文した商
品をロッカーで受け取る仕組み
で、食品にも対応できるよう保温
機能もつく。ローソンとして国内
外で初の取り組み。デジタル化が
進む中国で先行導入する。【日経
07.31】

7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

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

ポスコ(韓
国）

河鋼集団

進出地
事業項目 投資額/出資額
概要
2023年 河北省唐山
6億ドル 自動車鋼板の合弁会社を中国で設
市
立する。両社が3億ドル（約330億
円）ずつ折半出資し、北京市近郊
の河北省唐山市にメッキ鋼板工場
を建設する。【日経産業 07.06】
設立時期など
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ニューポー 聞泰科技
ト・ウエ
（ウィング
ハー・ファブ テック）

ゼネラル・
モーターズ
（米国）
鴻海精密工業
フォルクス 国軒高科
ワーゲン（ド
イツ）
台湾積体電路
製造（TSMC)
ノキア（フィ
ンランド）

米中西部
ウィスコン
シン州
2025年 ドイツ北部
2023年 日本

スモウグルー テンセント
プ（英国） ホールディン
グス

ボルボ・カー
（スウェーデ
ン）

2023年
まで
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聞泰科技（ウィングテック）は5
日、英半導体メーカーのニュー
ポート・ウエハー・ファブを買収
すると発表。オランダの子会社を
通じて全株式を取得する。買収額
は非公表。【日経 07.07】
中国・上海にある設計拠点を拡張
したと発表した。【日刊工業
07.07】
電気自動車（EV）の新工場建設で
協議していると発表。【日経
07.09】
共同でドイツ北部に電気自動車
（EV）向け電池の工場を建設する
と発表。【日経 07.14】
日本で半導体を大量生産する計画
を検討を進めている。【産経
07.16】
中国での第５世代通信（5G）の基
地局整備事業で初めて受注契約を
獲得した。【日刊工業 07.21】
テンセント・ホールディングス
（騰訊）はゲーム事業投資の一環
として、英スモウ・グループの未
保有株を買い入れ、完全買収する
ことで合意した。【日刊工業
07.21】
中国に持つ合弁会社を完全子会社
化すると発表した。合弁相手で、
ボルボの親会社でもある浙江吉利
控股集団から持ち分を買い取る。
黒竜江省・大慶に本社を置く生産
合弁と、上海の開発合弁の株式の
50%をそれぞれ追加で取得する。
22年から2段階で実施し、23年に
完了する。【日経 07.28】

