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8月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業

日本企業

中国企業・機関

設立企業名

設立など
時期

所在地

木田屋商店

2020年9 広東省
月稼働

日本新薬

年内

三井住友フィ
2022年
ナンシャルグ
夏
ループ、SMBC
日興証券
アルテック 鑫琪（蘇州） アルテック
新能源科技 新電力

事業項目

資本金/出
資額

香港に設けた子香港に設けた会社
を通じ、広東省の開発事業者と共
同出資会社を設立。2020年9月
に、同省にある建屋（延べ床面積
6000平方メートル）を植物工場と
して稼働。【日経 08.18】
難病のデュシェンヌ型筋ジストロ
フィー（DMD）治療剤の中国市場
投入に備え現地法人を設立する。
21年6月に中国国家薬品監督管理
局へ新薬承認申請している。【日
刊工業 08.19】
共同で中国での証券会社設立を中
国証券監督管理委員会に申請。申
請は7月27日付。【読売 08.22】
1億円

1 / 5 ページ

概要

アルテックは中国企業と組み、日
本国内で太陽光発電事業に参入す
る。中国の太陽光発電事業会社の
鑫琪（蘇州）新能源科技と合弁会
社を設立した。太陽光発電の設
計・調達・建設（EPC）と電力販
売契約（PPA）事業を軸に展開す
る。アルテックが52％出資。【日
刊工業 08.26】

8月の中国関連事業拡大企業
日本企業

中国企業・機関

現地企業

設立など
時期

所在地

エンビジョン
AESCジャパン
ENEOSNUC

江蘇富楽徳半
導体科技
（FTSJ）

フェローテッ
クホールディ
ングス（Ｈ
Ｄ）

江蘇富楽徳
半導体科技
（ＦＴＳ
Ｊ）

ユニクロ

11月

北京

パナソニック

8月11日 広東省

サンシン電気

2022年 大連市
度

JERA

2024年 台湾

江崎グリコ

ホンダ

広汽ホンダ

広州市

パナソニック 大連樹源科技
集団

イートアンド
ホールディン
グス

大連市

9月

中国
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事業項目

事業費/投
資額

概要

500億円 中国系車載電池大手のエンビジョ
ンAESCジャパン（神奈川県座間
市）は4日、茨城県内に新工場を
建設すると発表。【日経 08.05】
120億円 超高圧・高圧電線の絶縁用に使わ
れるポリエチレンの生産能力を年
約3万㌧増やす設備投資をすると
発表。同社の川崎の工場に新しく
生産用の設備をつくる。2023年に
中国で販売を開始する見込み。
【日経産業 08.05】
ﾌｪﾛｰﾃｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（HD）は、パ
ワー半導体用絶縁放熱基板（DCB
基板）の中国製造子会社である江
蘇富楽徳半導体科技（FTSJ）の第
三者割当増資を月内に実施。【日
刊工業 08.12】
北京にグローバル旗艦店をオープ
ンする。グローバル旗艦店中国大
陸で３店舗目。【日刊工業
08.12】
30億円 換気機器や空気清浄機などの新工
場を稼働し、出荷を始めたと発
表。【日刊工業 08.12】
トランスを委託生産する工場を
2022年度中に中国・大連市に設
置。【日刊工業 08.13】
1000億円 JERAは台湾でガス火力発電所を開
発。JERAが出資する現地の事業会
社は6月に、台湾の公営電力会社
である台湾電力から豊徳発電所
（台南市）の拡張プロジェクトを
落札。事業会社にはJERAが19.5%
を出資し、残りを発電事業を手掛
ける現地企業が出資している。
【日経 08.14】
江崎グリコは、中国でビタミンＥ
や食物繊維が豊富なアーモンドミ
ルク飲料「アーモンド効果」の販
売を始めた。同製品の海外展開は
初めて。【日刊工業 08.17】
30億元 ホンダが中国で電気自動車（EV）
など新エネルギー車の生産増強に
乗り出す。合弁会社を通じた総投
資額は約30億元（約500億円）
で、南部広東省広州市の工場を増
設し生産能力を年12万台分上積み
する。2024年2月以降の稼働を目
指す。【日経 08.19】
60億元 中国で最大級となる日本をテーマ
にした複合商業施設がオープンす
る。パナソニックが家電量販店を
出店。29店舗あり日本企業や日本
の合弁会社による運営が条件。
【日経 08.19】
大阪王将を中国本土に出店、2022
年までに3店舗体制にする。【日
経 08.22】

ホテルオーク
ラ

2024年 上海

ブラザー工業

9月稼働 浙江省寧波
市

高級ホテル「ホテルオークラ上海
シェシャン」を開業する。【日経
08.22】
中国の工作機械事業強化のため、
同国4カ所目のショールームを備
えた営業・技術支援拠点「ブラ
ザーテクノロジーセンター寧波」
を浙江省寧波市に完成させた。9
月に稼働する。また同3カ所目の
営業所を江蘇省無錫市に開設。
【日刊工業 08.24】

8月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本企業

中国企業・機関

現地企業

設立など
時期

所在地

事業項目

事業費

ブリヂストン
マツダ

概要
磐田工場で生産されているプリン
ター用ローラー部品の生産を中国
へ移管。【日刊工業 08.03】
中国の主要な合弁会社2社を事実
上、統合すると発表。出資構成を
見直し、長安マツダが一汽マツダ
を子会社化する。【日経 08.23】

一汽マツ
ダ、長安マ
ツダ

8月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本企業
ローム

中国企業・機関

設立など
時期

所在地

事業項目

契約額/投
資額

概要

省エネ性能が高い次世代半導体分
野で技術提携。【日経 08.04】
キャラクターの使用料で収入を得
るキャラクタービジネスでアジア
展開する。5月にオリジナルキャ
ラクターをグッズなどに活用でき
るライセンス契約を結んだ。【朝
日 08.16】
キッセイ薬品工業は米ライジェル
ファーマシューティカルズ（ライ
ジェル）から技術導入したチロシ
ンキナーゼ阻害剤「ホスタマチニ
ブ」について、中国（香港・マカ
オを含む）における開発権、販売
権を中国のインマジンバイオ
ファーマシューティカルズ（イン
マジン）に許諾するサブライセン
ス契約を結んだ。【日刊工業
08.20】
682万ド 天津市を拠点とするベンチャー
ル（約7 ファンドなどに第三者割当増資を
億5000万 実施し、682万ドル（約7億5000万
円）
円）を調達。また中国リセントリ
クス・バイオテクノロジーと、エ
ヌビィー健康研究所が創出したG
たんぱく質受容体（GPCR）への抗
体医薬開発と商業化についてグ
ローバルライセンスの付与と共同
開発の契約を結んだ。【日刊工業
08.25】

吉利汽車

ビターメロン 融創文化グ
ループ

キッセイ薬品 インマジンバ
工業
イオファーマ
シューティカ
ルズ（インマ
ジン）

エヌビィー健
康研究所
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8月の対中市場参入（貿易等）
日本企業

本社所在地

設立など
時期

事業項目

貿易額

三菱UFJ銀行

概要
仲介貿易などモノとお金の流れが
一致しない取引でも、中国国外に
証明書不要で送金できる認可を中
国当局から得た。【日経 08.21】
越境EC（電子商取引）を利用し
て、日本の地方名産品を中国で販
売する支援サービスを始めた。
【日経産業 08.31】

PwCコンサル
ティング

8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 設立など
名
時期

現地所在地

事業項目

概要

8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

設立など
時期

進出地

ティキ（ベト AIA（香港）
ナム）
ARAアセット
マネジメント
（シンガポー
ル）
ルノー（フラ
ンス）

ESRケイマン
（香港）

シンガポー
ル

浙江吉利控股
集団
鴻海（ホンハ
イ）精密工業
寧徳時代新能
源科技

フレッシュア
ンドクリーン
テクノロジ
ビンファース 国軒高科
ト（ベトナ
ム）

タイ

2021年 ドイツ

9月

日本、米
国、中国
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事業項目

投資額/出
資額

概要

ベトナムのネット通販大手ティキ
は、香港に拠点を置くアジアの保
険大手AIAと保険商品の販売で提
携。【日経産業 08.03】
57億ドル 香港の物流不動産ESRケイマンが
買収。【日経 08.06】
フランス自動車大手ルノーと中
国、韓国でハイブリッド車の合弁
事業に乗り出すことで合意したと
発表した。【日経 08.10】
タイに電気自動車（EV）事業につ
いての新工場建設を計画。欧州で
も協業相手と検討している。【日
経 08.13】
1000億元 中国国内で10か所超の工場の増設
を計画し、ドイツに初の海外工場
が稼働する予定。【日経産業
08.13】
ドローン（小型無人機）技術を応
用し家電事業に参入。【日経
08.24】
ビングループ傘下のビンファース
トは、中国車載電池大手の国軒高
科と電気自動車（EV）向けのリチ
ウムイオン電池の研究開発や生産
で提携。両社がベトナム国内で電
池工場を建設することも検討す
る。ビングループは年内に国内で
EVの販売を始める方針【日経
08.27】

インテル・
キャピタル
（米国）

浙江吉利控股
集団

浙江吉利控股集団は27日、高級電
気自動車（EV）ブランドの運営子
会社が同国車載電池最大手の寧徳
時代新能源科技（CATL）や米イン
テル・キャピタル、Bilibili（ビ
リビリ）、鴻商産業控股集団、博
裕投資の5社と戦略資本提携を結
んだ。5社から総額5億ドル（約
550億円）を調達し、技術開発を
加速する。5億ドルを調達するの
は吉利が米テスラに対抗するため
に設立した「ZEEKR」の運営会
社。【日経 08.28】
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