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★ 会員の皆様へ 

秋の気配が色濃く薫る好季節ですが、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

9 月 9 日（金）の第 4 回華商経済フォーラムは、皆様の莫大なるご支援のおかげで

滞りなく運ぶことができました。また、多くの方々にお越しいただき、心より厚くお

礼を申し上げます。今月のメルマガのトピックは、華商経済フォーラム特集になりま

す。ぜひ一読ください。 

今後も会員向けサービスの充実に向けて努力して参りますので、ご意見・ご要望が

ありましたら遠慮なく事務局までご連絡ください。 

引続きよろしくお願いします。 

1. トピック 

（１）第 4 回華商経済フォーラム CCCJ ビジネスコンテスト 2022 決勝戦 終幕！ 

  日本中華總商会の設立記念日にあたる 9 月 9 日（金）、日中国交正常化 50 周年記念事業の一環とし

て本会主催の『第 4回華商経済フォーラム』が開催されました。香港、タイ、マレーシア中華總商会の

VIP を迎え、「ポストコロナ時代の世界経済展望」を主テーマに有識者による講演、そして熱い議論が

展開されました。フォーラムは東京プリンスホテルをメイン会場とし、オンラインとのハイブリッド形

式で開催され、合わせて 300 名を超える参加を得て、盛況を博しました。 

 第 4回『華商経済フォーラム』会場の様子 

オープニングでは、䔥敬如会長が開会挨拶をしました。「コロナ禍のため 4 年ぶりになるが、今回の

華商経済フォーラムは 4回目の開催となり、本会の発展と共に規模も大きくなった。また、中国や海外

との結びも強くなって来たことは誠に喜ばしい。このフォーラムにおいてポストコロナ時代の日中、そ

して世界の経済発展を展望し、大いに議論をして頂きたい」と述べました。 
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コロナ禍が世界に大きな影響を及ぼしていますが、今後の様々な事業領域における発展可能性につ

いて講演者の皆様の見識が披露され、それについて、参加者からの質疑も含めて熱い議論が交わされ

ました。 

開会の挨拶 䔥敬如会長 

 また、同日 9 月 9 日（金）、「第 4 回華商経済フォーラム」の後、日本中華總商会主催の「CCCJ ビ

ジネスコンテスト 2022」決勝戦が、同じ会場である東京プリンスホテルにて開催されました。日本では、

諸外国と比較して起業文化が育っていないといわれているなか、日本中華總商会は後進の育成、スター

トアップ企業支援という目的で、ビジネスコンテストを企画し開催しました。今回の決勝戦には、書類

審査である予選、そして準決勝を勝ち抜いた 5 社のスタートアップ企業が臨みました。 

 様々な領域にわたる 5 社であり、どの企業も優越つけがたい発表内容でしたが、最優秀賞には ISSIN

株式会社が選ばれ、そのほか会長賞、理事長賞、優秀賞がそれぞれのチームに賞金と共に贈られました。 

審査員と受賞者の集合写真 
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 まだ熱が冷めやらぬ中、会は厳浩理事長の閉会挨拶によって幕を閉じました。「本フォーラムを通じ

て、日本中華總商会が多領域にわたり、企業間のグローバルビジネスネット―ワーク構築に貢献できる

ことを再認識できた。引き続き、日本・中国・東南アジア、世界と協力体制を築き、各国のビジネス発

展に貢献していきたい」と述べられました。 

今回のフォーラムを通じて、日本・中国・東南アジア、世界の企業間の連帯がより一層深まることをお

祈り申し上げます。ビジネスコンテストは、9 月 28 日本経済新聞の朝刊にも掲載されました。記事は

CCCJ トップページのニュースに掲載しておりますので、ぜひご一読ください。 

閉会の挨拶 厳浩理事長 

2. 入会承認 

  9 月理事会にて、下記企業の入会申請が承認されました。皆様からも暖かく迎えてあげてください。 

❖ 太陽グランドソントン・アドバイザーズ株式会社（企業賛助会員）   

〔専門・技術サービス業〕・ビジネスリスクサービス（内部統制・内部監査支援）・情報システムコ

ンサルティング・不正調査・フォレンジック・財務会計デューデリジェンス・企業価値評価 など 

❖ 株式会社きらぼし銀行（企業賛助会員）   

 〔金融業〕地域金融機関として都内最大の店舗ネットワークを展開し、中小企業と個人のお客さまの

ための総合金融グループとして、地域社会の発展への貢献を目指しています。 

❖ 横浜機材株式会社（企業正会員）  

〔卸売業〕システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、エアコン、給排水ポンプ、冷蔵・

冷凍機など各種住宅機器卸販売 

❖ 一般社団法人 日中ビジネスデジタル協会（団体正会員）  

日中デジタルビジネス協会は、デジタルビジネスにフォーカスしたイノベーションプラットフォー

ムを提供し、最新の IT 技術による新たなビジネスモデルの創出を検討されている会員企業様の発

展、及び両国地域経済の発展に寄与することを目的としています。 

https://www.grantthornton.jp/
https://www.kiraboshibank.co.jp/
https://www.cjcdc.jp/jp/index.php
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3. 会員事業紹介（不動産業、貸し会議室業） 

❖ 株式会社平安不動産【新入会員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な事業 

・不動産仲介業 

・買取再販事業 

・開発事業 

・ローンコンサルティング 

 

■会社事業 
株式会社平安不動産では、売買・仲介・賃貸管理・コンサルティング業務を行い、
居住物件から事業投資用物件まで、幅広く物件を取り扱っております。 
特に、弊社が取り扱う物件は、東京都及び近郊の「資産価値の高い物件」を主にし
ております。 

■サービス 
世の中の変化はめまぐるしく、不動産を取り巻く環境も常に変化しています。私た
ちが取り扱う不動産という商品は、一般的な量産品とは異なり、唯一無二のきわめ
て高価なものです。 
そのため弊社は、お客様にとって本当に良い投資、本当にすべきことは何なのか。
親身になって考え、本質を見つめることで、より良いご提案を行うことができるよ
う「誠実に、実直に」 弊社にしかできない商品やサービスを【創造】してまいり
ます。 
また、日々創造を続け「未来」を切り拓いていくという姿勢をいつの時代でも続けて
まいります。東京近郊に特化した、弊社ならではの「知識と経験」を活かして社員一
同、お客様のお役に立てるように誠心誠意対応させていただく所存でございます。 

 

■問い合わせ先 

電話:03-5296-9922 

Mail: info@heian-house.jp  

👇詳しい情報については HP をご覧ください。 

https://heian-house.com/about-us/ 

 

 

 

 

 

・投資コンサルティング 

・中古マンションリノベーション 

・不動産賃貸管理事業 

https://heian-house.com/
https://heian-house.com/
tel:03-5860-2386
https://heian-house.com/about-us/
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❖株式会社 TKP 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業・強み 

直営会議室数 日本 NO.１ 

「安心」「駅近」「便利」 
会議室・コワーキング・レンタルオフィスを全国・海外で運営 

■サービス 

TKP グループ全国ネットワーク 

主要ビジネスエリアの駅周辺や、住宅エリアに近い駅・隣接するターミナル駅を中心に

拠点設置！時間貸しから中長期のレンタル契約まで、細分化されたビジネス需要に対

し、高い利便性と最適化されたサービスを提供いたします。 

■問い合わせ先 

謝 平  電話:080-7953-1730 

Mail: sha@tkp.jp 

 

 

 

https://cctech.co.jp/
tel:03-5860-2386
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4. 会員動向 

❖ 株式会社サンシーア 

～東京ビッグサイト 国際物流総合展 2022に出展！～ 

株式会社サンシーア（代表取締役社長 望月敏行様）が、9 月 13 日（火）～16 日（金）に、東京ビ

ッグサイト（東京国際展示場）にて開催された「国際物流総合展 2022」に出展しました。株式会社サン

シーアの国際物流総合展への出展は 2 年連続になります。展示会には合計 6 万人以上の方が訪

れ、大盛況を博しました。 

株式会社サンシーアは、WEB システム受託開発・オフショア開発、SES、医療、通訳士育成・派遣、

医療・美容ツーリズム、IT 人材育成サービスをご提供しております。また、独自の物流システム 

SunLOGI （サンロジ）開発・運営しております。サンロジとは受注管理、在庫管理、入庫、出荷

業務を自動化するシステムです。荷主様はサンロジを導入された物流倉庫を利用することで、物流業務

の自動化が実現されます。 

 

👇詳しい会社情報、SunLOGI（サンロジ）についてはホームページをご覧ください。 

株式会社サンシーア | SunSeer ホームページ 

サンロジ（SunLOGI） EC サイト特化型物流管理システム！ 

会場の様子                 出典ブースの様子 

（写真出典：国際物流総合展 2022 公式サイト ） 

 

❖ 藤田観光株式会社 

～秋のベストシーズンを箱根で～ 

箱根小涌園 天悠では長らく休業しておりました同敷

地内にある国登録有形文化財建造物の「蕎麦 貴賓館」

を約 1 年 8 か月振りである 2022 年 9 月 16 日

（金）に再オープンいたしました。 

「貴賓館」は、1917 年（大正 7 年）、藤田観光のルー

ツである藤田財閥創設者の嫡男・藤田平太郎男爵の別荘

として建てられ、2001年に国の有形文化財建造物に登録

されました。「貴賓館」では契約の畑から仕入れる北海

https://www.sunseer.co.jp/
https://sunseer.co.jp/
https://wms.sunlogi.com/
https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ltt/index.html
https://www.fujita-kanko.co.jp/
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道北竜産の蕎麦粉を使用した自家製麺を使用しております。ぜひ、美味しいお食事とともに 105年

前の歴史ある建造美と風景をお楽しみください。 

👇詳しい情報については、下記の藤田観光株式会社のホームページをご覧ください。 

【箱根小涌園 天悠】国登録有形文化財で悠久のひと時を。 

 

5. 直近予定 

日程 曜 開始 終了 活動内容 場所等 

10 月 12 日 水 12:00 13:00 第 10 回例会※1 ZOOM 

10 月 15 日 土   レクリエーション「中華グルメツアー」※2 銀座 他 

※1 第 10 回例会  

講演者：①SEVEN & EIGHT HOLDINGS 株式会社（情報通信業、GAME事業、Marketing 事業等） 

  ②nat 株式会社(情報通信業) ビジネスコンテスト 2022 決勝戦 会長賞受賞 

 

第 10 回例会の ZOOM 参加リンク： 

https://us06web.zoom.us/j/82551573610?pwd=cVB4dzg3eXF3WGtyK0dpdC9rcEsvdz09 

ミーティング ID: 825 5157 3610 

パスコード: 892972 

（詳細は後日メールにて別途ご案内いたします） 

 

※2 レクリエーション「中華グルメツアー」  

（詳細は後日メールにて別途ご案内いたします） 

6. CCCJ 本部の活動報告 

1. 9月 2日（金）仇先生を偲ぶ会 

9 月 2日（金）、XEX日本橋にて本会の発起人、元監査役の弁護士仇福庚先生を偲ぶ会が開催されま

した。9 月 2日は、仇先生の 1周忌にあたる日でした。仇先生は生前弁護士として活躍し、在日華僑華

人及び関連企業や団体と広く関わりを持ち、数々の実績を残してこられました。また、本会の創設に奔

走され、長年に亙り日本中華總商会の監査役を務められ、会の発展に多大な貢献をされました。  

https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/news/2022/09/12/36445/
https://us06web.zoom.us/j/82551573610?pwd=cVB4dzg3eXF3WGtyK0dpdC9rcEsvdz09
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当日は、仇先生にお世話になった多くの方々が集まり、在りし日の仇先生との日々に思いを馳せ、遺

徳を偲びました。会の始めに、参加者一同が黙祷を捧げ、偲ぶ会実行委員会委員長である厳浩理事長が

ご挨拶をされました。その後、献杯を行い、故人に敬意を示しました。さらに、参加者代表がそれぞれ

追悼の言葉を述べました。会の合間には、仇先生が最も愛した曲であり、十八番でもあった『昴 すばる』

が流され、その曲に乗って故人と一緒に歌ったり、故人と思い出を語り合ったりする参加者の姿がみら

れました。会の最後には、ご遺族を代表してご息女様がご挨拶されました。多くの方の人生の師匠であ

り、多くの方を支えて導いてきた仇先生の思い出を改めて参加者一同で共有した時間になりましたが、

その時間は、「これからを生きる人々」へのエールにもなったのではないでしょうか。 

 

👇下記 CCCJ の HPのニュースより、当日の動画がご覧になられます  

CCCJ HP ニュース「仇先生を偲ぶ会が開催」 

 

2.  9月 14日（水）第 9回例会 

  9月 14日（水）、オンライン形式にて第 9 回例会が開催されました。 

今回は、まず、株式会社 TKP の謝平様が「日本最強の会議、旅行、イベントサポート業者」をテーマに

プレゼンを行いました。プレゼンでは、多岐にわたる事業や、TKP のサービスの強みなどについて、事

例を交えて分かりやすくご紹介されました。次に、ケイコーポレーションの長谷川大輔様が「ICT機器、

太陽光パネルのリユース・リサイクルについて」をテーマにご講演されました。プレゼンでは、リサイ

クルやリユースの実際の作業について、豊富な写真を交えてご説明されました。また、買い取り事例や

実績などについて、具体的な数字を用いて、説得力をもってご紹介されました。 

 プレゼン後には、ぜひサービスを利用してみたいと声が上がりました。例会の時間は、会員同士の交

流がより一層深まるきっかけになったといえましょう 

株式会社 TKP 謝平様（左側） 株式会社ケイコーポレーション 長谷川大輔様（右側） 

 

7.  関連団体イベント案内 

（1）亚洲医疗健康高峰论坛（日本語訳：アジア医療健康サミット）開催のお知らせ 

香港貿易発展局（HKTDC）主催の亚洲医疗健康高峰论坛（アジア医療健康サミット）が、2022年

11 月 10 日（水）～11 月（木）に香港にて開催されます。医療健康業界の有識者、専門家、政府関係

者、投資者、主導的企業からの参加者などが一堂に会し、医療健康業界における、投資と最新動向、

http://cccj.jp/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/302_N20220902_2pdf.pdf
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国際協力の可能性、ビジネスチャンスなどに焦点をあてて意見を交換し、議論を行います。現場とオ

ンライン参加の両方が可能ですので、ぜひ皆様奮ってご参加ください。 

 

現場ご参加希望の方は事務局までご連絡ください。 

日程：11月 10日～11 月 

場所：香港 

 

👇詳しい情報については、下記ホームページをご覧ください。 

www.asiasummitglobalhealth.com ※中国語・英語対応 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

身近な活動に参加してみませんか？ CCCJ 事務局では、毎月「例会」「会員事業紹介」「会員

動向」において皆様の事業、サービス、商品などを発信していきます。自社紹介やご自慢の商品、

サービスのご披露等に意欲のある会員様は是非気軽に事務局にご相談くださいませ。なお、「例会」

のプレゼンテーションの内容については予め確認を行っておりますので、ご了承ください。 

皆様からのご応募をお待ちしております。 

事務局の連絡方法：  ☎：03-5422-7926 ✉： info@cccj.jp 

◆――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 

発行：一般社団法人 日本中華總商会（CCCJ）事務局 

住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-15-1 恵比寿パルクビル 2 階 

TEL ：03-5422-7926 FAX：03-5422-7925 

自社 PR してみませんか♪ 

 

http://www.asiasummitglobalhealth.com/
mailto:info@cccj.jp

