
 

1 

 

★ 会員の皆様へ 

ちらほらと梅見の便りが届く頃になりましたが、ますますご清栄のこととお慶び申し

上げます。 

 さて、6 月 24～26 日にタイで世界華商大会が開催します。また、3 月 16 日（木）に

は、著名な中尾武彦元 ADB 総裁によるセミナーを実施いたします。ぜひ奮ってご参加

ください。詳細は「1.トピック」と「6.直近予定」にそれぞれ掲載しています。 

他には、新たに「5.会員からの PR 情報」のコーナーを始めました。お知らせしたいイ

ベントや、キャンペーンなどがございましたら、ぜひこのコーナーをご利用ください。 

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 16 回世界華商大会が 6 月 24～26 日にタイで開催予定！ 

今年６月 24（土）～26 日（月）にかけて、タイのバンコクで世界各国から 4000 人以上のビジネスリ

ーダーが出席する第 16 回世界華商大会（WEEC）が開催される予定です。大会では、タイの著名経済人

である、チャルンポカパン（CP）グループのタニン会長らがスピーチを行う予定です。前回の 2021 年

大会はマレーシアで開かれる予定でしたが、新型コロナ禍により開催中止となり、今回は 4 年ぶりの開

催です。 

日本中華總商会は、在日華僑華人の代表的な経済団体として、二年に一度の世界華商大会に本会会員

を主体とする代表団を組織して派遣し、世界中の華僑との交流を行ってきました。会員の皆様におき

ましては、本大会は、グローバルビジネスの窓口とグローバル交流のプラットフォームと

なる貴重な機会になります。今年の世界華商大会も代表団を組織しますので、ぜひ奮ってのご参加を

お待ちしております。 

 3 月中旬に、会員の皆様に詳細をご案内いたします。ご参加をご希望の場合、まずは、６

月 24（土）～26 日（月）のスケジュールを押さえていただけましたら幸いです。 

            会場：クイーン・シリキット国立会議センター  
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（２）新経済連盟＆日本中華総商会セミナーが開催される 

2 月 22 日（水）、新経済連盟と日本中華總商会（以下「CCCJ」）の共同セミナーが、会員企業であ

る株式会社ジェー･シー･ディにおいて実施されました。今回のセミナーは、「【NEST NEXT】グロ

ーバル経済を生き抜く華僑ネットワークのパワー」をテーマに、CCCJ についてより深く知ってもら

い、CCCJ と新経済連盟の今後の連携を推進する目的で開催されました。講演者は、CCCJ 側から、䔥

敬如会長、船津康次常務副会長、徐志敏常務副会長、郭健常務理事の 4 名が講演しました。講演した 

4 名は、新経済連盟のメンバーでもあります。今回のセミナーには、新経済連盟側と CCCJ 側から合

わせて 60 名近くが参加し、会場は参加者で一杯になり、大変な盛況でした。   

 会では、CCCJ の今後のビジョンと強み、、スタートアップ分野における新経済連盟と CCCJ の連携

の可能性、日本・中国・ＡＳＥＡＮ経済関係の展望や政治、国際関係、外交面など、様々な面から今

後のビジネスビジョンや日本中華總商会の活用法について、活発な議論が交わされました。 

（右側写真）ご講演者：左から、郭健常務理事、徐志敏常務副会長、䔥敬如会長、船津康次常務副会長 

 （左側写真）会場の様子  

（３）株式会社アクシージア プライム市場に上場市場区分が変更！ 

本会会員である株式会社アクシージア（代表取締役：段卓様）は、2 月 17 日（金）に、グロース市場

からプライム市場に上場市場区分が変更しました。今後も「女性の染色体 XX を美の象徴と位置づけ、

アジア（ASIA=AZIA）の美を日本から世界へ発信する総合ビューティーソリューションカンパニーを

目指す」という信念のもと経営に取り組み、中国化粧品市場のみならずグローバルな事業展開によって

さらなる企業価値向上を目指していくと発表されています。 
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2. 入会承認 

 2 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。 

❖ REA 商事株式会社（企業正会員）   

〔情報通信業、卸売業・小売業〕化粧品、アクセサリー、アパレルのネット小売り販売（中国を中心

とした海外 EC サイトにて日本製化粧品の輸出販売）、ライブコーマス・コンテンツ動画 

 

❖ カセイ物産株式会社（中国語名：嘉世維物産株式会社）（企業正会員） 

〔製造業、運輸業〕船舶設計、船舶ブロック製造、艤装品加工船舶塗装等総合造船業務、造船コンサ

ルタント、国際貿易業務、国際船舶代理/国際船舶貨物運送業務 など 

 

❖ 株式会社住吉商事（企業正会員） 

〔不動産業、専門・技術サービス業〕日中総合コンサルティング会社。商業貿易のサポーターをは

じめ、投資、不動産物件の紹介、企業買収合併、マーケティング開拓から、会社設立登記など 

 

❖ 合同会社幸叶堂（企業正会員） 

〔サービス業〕各種イベントや国際文化交流に関する催事の企画、制作、運営、実施、代行。 

イベントや展示会の建設、施行業務（スタジオ、物販、ブース等）。 

 

❖ 楊明株式会社（企業正会員） 

〔生活関連サービス業〕主に沖縄において、旅行業・グルメ・ネットビジネスを経営 

 

❖ 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ（企業賛助会員） 

〔専門・技術サービス業〕経営・コンサルティング。企業成長および事業成長を実現するための戦

略立案およびその実行支援。 

 

❖ 株式会社キラガ（企業賛助会員） 

〔製造業、卸売業・小売業〕創業 39 年の静岡県東部にある宝飾品メーカー。宝飾品の製造・加工・

卸売・直営店舗での直販。 

 

❖ 一般社団法人日本国際教育機構評議会（団体正会員） 

〔教育、学習支援業〕中文教育、日本語教育、環境、医学、介護、看護、また経済分野での交流促

進等、業務内容は多岐にわたる。 

 

 

 

 

 

 

http://reasyouji.com/
https://www.cathay-jp.com/
http://sumiyoshisj.com/
http://shinkadou.jp/
http://www.okayangming.com/
https://www.ped.co.jp/
https://rings-kiraga.com/
http://cn.cjieo.org/
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3. 会員事業紹介（専門・技術サービス業） 

❖ アイブリス創薬株式会社【新入会員】 

4.  

 

 

 

 

■会社紹介 

生体内のタンパク質、遺伝子、糖鎖に対して分析・解析を行う「バイオアッセイ（Wet）」

と、人工知能（AI）を用いて様々な情報の解析を可能とする「データサイエンス（Dry）」

の両面からのアプローチを可能とし、新薬・新商品の創造や検査方法・データ解析方法の

確立など、Dry と Wet 両方の観点から研究を支援いたします。 

■主な事業 

 
研究支援 

時系列、画像等の解析や、AI 解析による予測

モデルの構築などを行う、「データサイエンス

分野」と、タンパク質構造、遺伝子解析を行う

「バイオアッセイ分野」の両面の技術を活か

し、お客様の目的に沿った解析・分析の受託を

承っております。 

産学連携 

複数の大学病院と産学連携を構築し、共同研究

を行っております。 

ヒト検体の収集や治験先のご紹介、大学側との

パイプの構築などの医療ビジネスの支援する

ことも可能です。 

検査サービス 

最先端の技術を用いた一般消費者向けの HLA

（Human leukocyte antigen：ヒト白血球抗原）の

遺伝子分析サービスの展開を企画しており、今

後、体液からガン等の様々な疾患、血糖値など

の体内状態のモニタリングなどが可能な網羅

的解析を実現する研究開発、システム構築予定

です。 

教育サービス 

一般向けに、遺伝子分析の体験教室を開催し、

体験者自身の遺伝子検査を行うことが可能な

教育サービスも展開予定です。 

他にも、弊社の Dry/Wet 両研究者による専門

的、且つ実践的な教育サービスの提供も予定し

ております。 

☟詳細についてはホームページをご覧ください。 

http://aibliss.co.jp/index.html 

 

http://aibliss.co.jp/
http://aibliss.co.jp/index.html
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❖ 太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社【新入会員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な事業 

 

■会社紹介 

太陽グラントソントン・アドバイザーズは、2008 年 1 月に、世界第 6 位にランクされる国際会

計事務所のひとつであるグラントソントングループの一員として設立されました。アドバイザリ

ーサービスのニーズに対して、ワンストップ体制で、一貫した利便性の高いサービスを

提供し、新時代のクライアントの成長をトータルでサポートしています。 

インバウンド事業（中国→日本） 

昨今、日本進出を計画する中国企

業が増加しています。法人・個人

のお客様の日本子会社設立サポ

ート、経営ビザ取得等の業務を提

供いたします。また、設立後の日

本における財務会計・税務申告・

人事労務・行政手続・秘書業務等、

会社運営に不可欠なサポート業

務を提供いたします。 

アウトバウンド事業（日本→中国） 

中国子会社についてお悩みの日本

本社に対して、会計・税務を中心

とした各種サービスを提供してお

ります。中国現地専門家と連携し、

中国税務に関する問題解決・中国

子会社モニタリング・中国子会社

の組織再編・日中間の移転価格・

中国進出/撤退に関するサポート

業務等を提供いたします。 

各種アドバイザリー業務 

日本・中国は、社会制度が大き

く異なるため、様々な問題が発

生し、時代によって様々な形態

となります。お客様の相談事項

に対して、日本・中国における、

弊社のこれまでの経験、関連行

政当局との交渉、情報取得を基

盤に、お客様にとって最適なサ

ービスを提供いたします。 

 

☟他にも多くのサービスがございます。詳細についてはホームページをご覧ください。 

https://www.grantthornton.jp/ 

 

 

■海外ジャパンデスク 

 
日本企業・中国企業の海外事業展開を支援するため、世界主要都市に、日本語対応可能なプロフェッショナ

ルを配し、高品質かつきめ細やかなサービスを提供しています。中国に関しては、北京・上海・広州にジャ

パンデスクを有し、インバウンド事業・アウトバウンド事業、いずれのケースにおいても、日本と中国で連

携して、お客様をサポートしております。言語に関しても、日本語・中国語を母国語とする担当者がおりま

すので、意思疎通に問題ございません。弊社は、お客様の日中間の自由な経済活動をサポートすべく、日中

の架け橋の役割を担っております。 

https://www.grantthornton.jp/
https://www.grantthornton.jp/
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4. 会員動向 

❖ ケリーロジスティクスジャパン株式会社 

～ジャイアントパンダ、シャンシャンの輸送を担当！～ 

2 月 21 日（火）、上野動物園のメスのジャイアントパンダ、シャンシャンが所有権のある中国に返さ

れました。弊会の会員企業であるケリーロジスティクスジャパン株式会社が、今回の輸送に関

わりました。シャンシャンは、順豊航空（中国語: 顺丰航空）に乗って帰国しましたが、ケリーロジス

ティクスジャパン株式会社は順豊控股（SF ホールディング）の子会社です。 

順豊航空のパイロットと上野動物公園のスタッ 

フが飛行機内でシャンシャンと記念撮影 

☟詳細については下記をご覧ください。 

顺丰首次承运国宝大熊猫香香  

 

5. 会員からの PR 情報 

❖ 株式会社エイブル 

 ～留学生向けお引越しお得情報！＆海外赴任オンラインセミナー開催！～ 

3 月 29 日、株式会社エイブル主催の『海外赴任オンラインセミナー』が開催されます。 

内容は上海・香港への赴任者に向けての現地情報となります。 

また、株式会社エイブルでは、日本でのおうち探しで、お得で便利な春のお引越しキャンペーンを

行っています。   

詳細につきましては、2 月 28 日送付のメールに添付されている別ファイル 

「【会員 PR 情報】株式会社エイブル主催！『海外赴任オンラインセミナー』（3 月 29 日）」 

「【会員 PR 情報】株式会社エイブル『春のお引越しをお得に便利に！』」 

 をご覧ください。 

https://www.kerrylogistics.com/en/
https://mp.weixin.qq.com/s/izZfeARzY86wdWWibOwTXw
http://www.able.co.jp/
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6. 直近予定 

日程 曜 開始 終了 活動内容 場所等 

3 月 16 日 木 13：00 15：00 第 1 回セミナー※1 株式会社 JCD/Zoom Webinar 

※1  第 1 回セミナー 

【講演者】中尾武彦氏 みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株）理事長、前アジア開発銀行（ADB)総裁 

【テーマ】「グローバル経済における日中経済の将来」 

【費用】無料 

※申し込み方法、アクセスなど詳細については 2 月 24 日にメールでご送付のパンフレットをご覧くだ

さい。 

7. CCCJ 本部の活動報告 

1．2 月４日(土)レクリエーション『一年の始まりの日 美ヶ原へ冬登山』が開催！ 

立春の日である 2 月 4 日（土）に、第 2 回レクリエーション『一年の始まりの日 美ヶ原へ冬登

山！！』が開催されました。今回は、日本百名山・信州百名山の１つである美ヶ原への冬登山を参

加者で楽しみました。美ヶ原は、別名「アルプスの展望台」とも呼ばれ、南北・中央アルプスふも

とより、八ヶ岳連峰、御嶽山、浅間山、妙高山なども視界に映り、大パノラマに心が躍る山です。  

 厳しい寒さにも関わらず、美しい雪景色に魅了され、参加者一同は寒さも忘れて、歌を歌った

り、写真を撮ったりしながら、ハイキングを楽しみました。また、目的地である王ヶ頭・王ヶ鼻に

到達後は、壮大な展望に圧倒されました。延べ 15 時間のツアーだったにも関わらず、参加者から

は、疲れよりも楽しさと感動が勝ったと感想をいただき、大変好評を得ました。  

 

 

 

 

 

☟以下のリンクより当日の活動をダイジェストした動画が視聴できます。 

動画はここをクリックください。 

２．2 月 15 日（水）2 月度例会  (3 年ぶりに対面形式で開催！) 

2 月 15 日（水）に 3 年ぶりに対面形式で開催されました。今回は、藤田観光株式会社（以下「藤田

観光」）と、株式会社アドテック（以下「アドテック」）が自社の事業について PR されました。会

場である EPS ホールディングス株式会社の築土テラスでは、対面形式での実施を心待ちにしていた会

員の皆様で大変賑わい、会場一杯の参加者でした。 

https://ethp.net/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/tozandouga.mp4
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藤田観光の阪本清嗣様は、「箱根ホテル小涌園 新規開業について」をテーマにプレゼンを行いまし

た。プレゼンでは、主に今年の 7 月に開業する箱根ホテル小涌園についてご紹介されました。また、

提供しているサービスやレジャーについて、具体的に多くの魅力を伝えました。アドテックの下津弘

享様は「会社概要及び事業説明」をテーマにプレゼンを行いました。プレゼンでは、プロダクトセー

ルス事業、IoT ソリューション事業や CRB 事業などのメイン事業について分かりやすくご紹介されま

した。また、今後の新規商品や、新規事業などについても紹介がありました。その後、参加者の皆様

で名刺交換や歓談を楽しみ、交流と親睦を深めました。 

ご講演者 藤田観光の阪本清嗣様（左側）、アドテックの下津弘享様（右側） 

 

8. 関連団体イベント 

 関連団体のイベントについては、随時ホームページに掲載しております。 

役に立つセミナーやフォーラムなどが掲載されていますので、ぜひ以下からご確認ください。 

 

 ☞関連団体イベントはこちらから♪  

（会員専用パスワードがわからない場合は事務局までお問合せください） 

 

 ※なお、申し込み先は日本中華総商会ではなく、関連団体先になりますので、ご注意ください。 

 

 

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

 

 

 

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。 

自社 PR してみませんか♪ 

 

http://cccj.jp/?app=cccj_login&lan=ja
http://cccj.jp/?app=cccj_login&lan=ja
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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 

mailto:info@cccj.jp

