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＊CCCJ ニュース＊ 2019年 10月号 

※当ニュースメールの配信先：全会員対象（その他希望する方は事務局まで） 

★ 新規入会 

・中紡機日本研究院株式会社（企業正会員） 

・一賢株式会社（企業正会員） 

・株式会社ラポート（企業正会員） 

・株式会社斐然商事（企業正会員） 

・株式会社高田薬局（企業賛助会員） 

◆目次◆―――――――――――――――――――――――◆ 

1.CCCJ 總会の活動 

・10/2（水）第 10 回運営委員会会議 

・10/9（水）月例総括会議 

・10/21（月）-10/24（木）ロンドン世界華商大会に代表団派遣 

渉外活動 

 ・10/28（月）安徽省宿州市帰国華僑連合会薛林海副主席来訪 

・10/30（水）深圳市福田区投資推広署和人才工作局一行来訪 

2.分会動向 

 【関西中華總商会】 

 ロンドン世界華商大会に馬会長ら 3 人参加 

 【新潟中華總商会】 

ロンドン世界華商大会に王会長ら 7 名参加 

3.団体会員活動 

 【上海聯誼会】 

 10 月 26 日（土）第 3 回中日ゴルフ友好杯 

4.直近の予定 

【CCCJ 總会】 

・11/6（水）第 8 回例会 

・11/6（水）第 8 回総括会議（正副会長会議） 

・11/6（水）第 11 回運営委員会会議 

・11/14（木）第２回企業視察 

・12/2（月）2019 年新入会員歓迎会 

【関西中華總商会】 

・11/2（土）  深圳企業家訪問団との交流 

・11/8 （金） 日中経済貿易センター65 周年記念式典に参加 

・11/10（日）日本関西福建経済文化促進会創立 3 周年記念行事 

https://japan-corporate-number.com/5010501043525?d=p
http://www.ichiken-tky.com/company.php
http://rapport-cjw.com/company.html
http://www.izenshoji.com/company/
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・11/13（水）関西インターナショナル名刺交換会を共催 

5.企業会員動向（10 社） 

6.その他お知らせ 

◆1. CCCJ 總会の活動 ◆――――――――――――――――◆ 

・10/2（水）第 10 回運営委員会会議 

10 月 2 日午後 17：00～18：00、当会事務局の会議室にて、日本中華總商会 2019 年第 10 回運営委

員会が行われた。 

各部会より産業視察、研修セミナー、例会、会員増強などの内容について報告をし、議論を行った。 

・10/9（水）月例総括会議 

10 月 9 日午後 16：00～17：30、当会事務局の会議室にて、月例総括会議(正副会長会議)が行われた。 

まず運営委委員会・総務委員会・広告委員会、事務局より各自活動状況を報告。 

その後ロンドン世界華商大会、CCCJ20 周年記念行事などの準備状況について確認。 

・10/21（月）-10/24（木）ロンドン世界華商大会に代表団派遣 

2019 年 10 月 21 日－10 月 24 日、当会厳浩会長が率いる代表団一行 80 人がロンドンで行われた「第

15 回世界華商大会」に 

参加した。世界各国の華僑、華人企業家凡そ 3000 人位が参加。 

大会の様子は後日ホームページでご確認下さい。 

渉外活動 

・10/28（月）安徽省宿州市帰国華僑連合会薛林海副主席来訪 

・10/30（水）深圳市福田区投資推広署和人才工作局一行来訪 

10 月 30 日（水）10：00～11：30、日本深圳経貿文化促進会の紹介により、深圳市福田区投資推広署 頼

燕高副署長が率いる一行 5 人が当会事務局に来訪し、当会王遠耀副理事長、朴文傑事務局長、日本深圳経貿

文化促進会林道国らと交流を行った。 

◆2. 分会動向 ◆―――――――――――――――――――◆ 

【関西中華總商会】 

 ・10/21（月）-10/24（木）ロンドン世界華商大会に参加 

ロンドン世界華商大会に、馬云国会長ら一行 3 人が参加。 

【新潟中華總商会】 

・10/21（月）-10/24（木）ロンドン世界華商大会に参加 

ロンドン世界華商大会に、王裕晋会長ら一行 7 人が参加。 

◆3. 団体会員動向 ◆―――――――――――――――――――◆ 

【上海聯誼会】 

 10 月 26 日（土）第 3 回中日ゴルフ友好杯 

10 月 26 日（土）12：10～18：00、上海リンクスゴルフクラブで、第 3 回中日ゴルフ友好杯が行われた。 
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◆4. 直近の予定◆――――――――――――――――――◆ 

【CCCJ 總会】 

・11/6（水）第 8 回例会 

・11/6（水）第 11 回運営委員会会議 

・11/14（木）第２回企業視察 

・12/2（月）2019 年新入会員歓迎会 

【関西中華總商会】 

・11/2 （土） 深圳企業家訪問団との交流会を開催 

・11/8 （金） 日中経済貿易センター65 周年記念式典に参加 

・11/10（日） 日本関西福建経済文化促進会創立 3 周年記念行事に協力 

・11/13（水） 関西インターナショナル名刺交換会を共催 

◆5.企業会員動向◆――――――――――――――――――◆ 

・株式会社デジタルフォルン 社名変更記念イベント「DIGITAL VORN Conference」開催 

日 時：2019 年 11 月 26 日（火）9：00～18：00 

場 所：ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター 

    （東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9 階）  

定 員：350 名 

参加費：無料（事前登録制） 

https://www.vorn.co.jp/digitalvorn_conference/index.html 

・インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 

10 月 17 日(木) 石川県金沢市において 「インバウンドで稼ぐ！戦略・戦術ノウハウ大公開 in 金沢」開催 

https://www.intasect.com/news/281/ 

・トランス・コスモス株式会社 

トランス・コスモス株式会社、中国コールセンター業界で権威ある賞「中国ベストカスタマーコンタクト

センター・インテリジェンスサービスアプリケーション賞」を受賞 

https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/191030.html 

・方正株式会社  

CRM 機能拡充で事業領域拡大を図るーソリッドシステムソリューションズと業務提携  

https://www.founder.co.jp/archives/2724  

・フォビジャパン  FPG に対し第三者割当による新株式発行  約 5 億円の資金調達  

https://prtimes.jp/main/html/rd/amp/p/000000027.000037450.html  

・株式会社 RS テクノロジーズ   

「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2019 年日本テクノロジー Fast 50」において、直

近 4 年間の収益（売上高）成長率  187.42%を記録し、 50 位中 20 位を受賞いたしました（ 5 度

目の受賞）。  

https://www.rs-tec.jp/press/index.html#p5  

https://www.vorn.co.jp/digitalvorn_conference/index.html
https://www.intasect.com/news/281/
https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/191030.html
https://www.founder.co.jp/archives/2724
https://prtimes.jp/main/html/rd/amp/p/000000027.000037450.html
https://www.rs-tec.jp/press/index.html#p5
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・ニューコン株式会社  

情報サービス事業部が ISO9001:2015 の認証を受けた。  

データ入力（BPO）事業を展開する、当該社情報サービス事業部が 9 月 17 日付で ISO9001:2015

（品質）の認証を受けた。   ソリューション事業部、総務・人事部に続く３部門めの認証とな

る。  

・株式会社ジーエヌアイ グループ  

テクノロジー企業成長率ランキング「 2019 年 日本テクノロジー Fast 50」で 12 位を受賞  

http://www.gnipharma.com/  

・日信国際株式会社  

10 月 1 日、本社を東京都中央区日本橋小伝馬町 2-8 に移転。  

http://www.nisshin-int.com/index.html  

・株式会社アクシージア  

代表取締役段卓氏が台風第 19 号災害に対して、栃木県庁に義援金１千万円贈呈。  

https://axxzia.co.jp/disaster1028/  

 

＊CCCJ 事務局では、会員企業の製品・サービスの宣伝等を代行致します。  

ご要望がございましたら事務局までお気軽にご連絡下さい。 

◆6.その他お知らせ◆――――――――――――――――――◆ 

＜事務局より＞ 

・「ホテル椿山荘東京」会員特別価格提供中 

・「帝国ホテル東京」会員特別価格提供中（新） 

・「東急ホテルグループ」会員特別価格提供中（新） 

・「オークラガーデンホテル上海(花園飯店)」会員特別価格提供中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆――――――――――――――――――――――――◆ 

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 

E-mail：info@cccj.jp URL：http://www.cccj.jp 

http://www.gnipharma.com/
http://www.nisshin-int.com/index.html
https://axxzia.co.jp/disaster1028/
mailto:info@cccj.jp
http://www.cccj.jp/

