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2015年 合計4件
企業名 業種 形態

三井物産 パッケージ 現地Sarten社の株式15%取得

武田薬品工業 製薬 独子会社を通じてToplam Kalite社の全株取得

豊田通商 金属 金属加工の生産拠点設置

ホテルオークラ ホテル 現地合弁会社に44%出資

2014年 合計32件 (登記済み非公開案件　8件を含む)
企業名 業種 形態

トヨタ自動車 自動車 生産設備拡充

デンソー 自動車部品 現地DJ COOL社の株式50%取得

ファーストリテイリング（ユニクロ） 衣料 駐在員事務所開設

日本ハム 食品 現地Ege-Tav社の株式60％取得

野村証券 金融 英国子会社による駐在員事務所開設

郵船ロジスティクス 物流 現地Inci Logistics社の株式31.98％取得

三井造船、プラント・メンテナンス 化学 現地Bakonser Bakim Onarim Servis Makina社とJV

東洋インキSCホールディングス 化学（インク） 駐在員事務所開設

三菱マテリアル 切削工具 欧州販売会社による支店開設

日経BP メディア 現地出版社MDG社の株式80％取得

前田建設 建設 現地Garanti Koza社とJV

DIC 化学（インク） アメリカ子会社サンケミカルによる新規工場設立

神栄 商社 イスタンブールに第二駐在員事務所開設

プロテックエンジニアリング 防災 連絡事務所開設

日清フーズ、丸紅 食品 現地Nuh’un Ankara社とJV

丸紅 建設機械 現地Temsa Is Makinalari社とJV

IHI 重機 駐在員事務所開設

三菱重工業 発電 現地発電会社Kırklareligaz Enerji社の株式50.1%取得

リコー オフィス機器 代理店Ofisteknik A.S. 社とOfisteknik Ltd.社買収

古河電工 インフラ・自動車関連事業 欧州子会社による駐在員事務所開設

東洋鋼鈑 鉄鋼 現地Tosyali社とのJVによる冷延鋼板生産

三菱電機 電機 現地代理店Klima Plus社買収

日本企業によるトルコ投資件数推移・投資概要（単年度）

出所：海外進出企業総覧、日本経済新聞、その他



リコー オフィス機器 代理店Saral Buro Pazarlama社の買収

シスメックス 医療機器 現地法人設立

2013年 合計30件
SCS Global コンサルティング 現地法人設立

ヤマハ 楽器 支店設立

東芝 電機 現地法人設立

稲畑産業 合成樹脂・化学品 駐在員事務所開設

朝日新聞 メディア 支局開設

カゴメ 食品 現地種苗会社TAT社の株式80%取得

テルモ 医療 現地企業GADA Turkey社の買収

パナソニック 電機 現地電機会社Viko社の株式90%取得

ブリヂストン タイヤ 現地企業とのJVの工場拡張

味の素 食品 現地食品会社Kükre社の株式50%取得

古河電工 電機 駐在員事務所開設

ミマキエンジニアリング 電子部品 保守拠点の設置

東洋炭素 素材 現地法人設立

安川電機 電機 現地法人設立

日立物流 物流 現地物流会社Mars Lojistik社の株式51％取得 

トヨタ自動車 自動車 新モデル（カローラセダン）生産開始

トヨタ紡織 自動車 シート・内装品製造（新工場）

ATAJAPAN 貿易 現地法人設立

大林組 建設 駐在員事務所開設

日立国際電気 放送機器 現地法人設立

ネットプライスドットコム eコマース 現地eコマースakakce.comに出資

三菱電機 電機 現地FA機器販売代理店Genel Teknik Sistemler社の買収

JFE商事 鉄鋼関連商社 駐在員事務所開設

理研ビタミン 食品 駐在員事務所開設

住友商事 農薬 現地法人設立

清水建設 建設 支店設立

ミルボン ヘアケア製品 駐在員事務所開設

東芝メディカルシステムズ 医療 現地医療機器販売会社TMSTの買収

三菱電機 電機 現地法人設立

三菱東京UFJ銀行 金融 現地法人設立

2012年 合計24件
住友ゴム工業 タイヤ 現地企業とのJVによるタイヤ生産

サンリオ エンターテイメント ライセンス供与

三井物産 コールセンター 現地コールセンター会社Tempo社への出資

KDDI 電気通信 支店設立

日立データシステムズ IT 支店設立

ホシザキ電機 電機 現地Inoksan Mutfak社とのJV

ピジョン 衛生用品 支店設立

GIIP 税務、会計 支店設立

東京コンサルティングファーム コンサルティング 子会社設立

大塚製薬 製薬 現地Abdi Ibrahim社とのJV

郵船ロジスティクス 物流 現地法人設立

エヌ・ティ・ティ・データ 電気通信 現地Elsys社の株式60%取得

日清食品 食品 現地Bellni Gida Sanayi社の株式50%取得

東レインターナショナル 繊維 駐在員事務所開設



スリーボンド 工業用シール剤、接着剤 駐在員事務所開設

オーエスジー 切削工具 現地代理店とのJV

みずほ銀行 金融 駐在員事務所開設

三井住友銀行 金融 駐在員事務所開設

コニカミノルタ イメージング 現地代理店の買収

富士フイルム イメージング、医療 現地代理店Filmat社の買収

日本経済新聞社 メディア 支局開設

住友電気工業 切削工具 現地Milmak社とのJV

東洋鋼鈑 鉄鋼 現地Tosyali社とのJV設立

日東電工 自動車部品 現地メーカー・ベント社のM&A

2011年 合計18件
三菱樹脂 合成樹脂製品 現地法人設立

味の素 食品 現地法人設立

スターツ 不動産 現地法人設立

神栄 商社 駐在員事務所開設

アイテック 医療コンサルティング 駐在員事務所開設

ヤマハ 楽器 駐在員事務所開設

阪和興業 鉄鋼関連商社 駐在員事務所開設

前川製作所 産業用冷凍機、ガスコンプレッサー 現地法人設立、生産

富士フイルム 内視鏡 現地代理店Filmed社の買収

ダイキン工業 エアコン 中堅メーカー・エアフィル社を買収

資生堂 化粧品 現地代理店とのJV

日立製作所 電機 駐在員事務所開設

SBIホールディング 金融 投資ファンド事務所設立

サカタのタネ タネ・苗 現地法人設立

KDDI 電気通信 現地企業との技術提携（データセンター）

三井物産 医療 アジバデム社（病院運営会社）の買収

IHIインフラシステム インフラ 支店設立

IHIマリンユナイテッド 港湾 駐在員事務所開設

2010年 合計10件
三菱重工業 船舶、発電プラント等 現地法人設立

日東電工 自動車部品 現地法人設立

日本通運 物流 現地法人設立

テルモ 医療 駐在員事務所開設

NEC IT 現地法人設立

三井物産 鋼鈑 スペイン系鋼板加工会社とJV

北陸化繊 繊維 現地企業と合弁企業設立

不二越 機械加工、ベアリング・油圧機器 駐在員事務所開設

NKSJ 保険 中堅損保フィバシゴルタを買収

ヤマハ発動機 バイク、ヨット オランダ子会社出資による現地法人設立

2009年 合計 6件
パナソニック 家電 現地法人設立

武田薬品工業 製薬 現地法人設立

第一三共 製薬 現地法人設立

アステラス製薬 製薬 現地法人設立

三菱商事・三菱UFJリース 自動車リース 現地企業（自動車リース大手）に出資

日本ペイント 塗料 現地法人設立

出所：海外進出企業総覧、日本経済新聞、その他


