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★ 会員の皆様へ 

少し暑さを感じ、万物が生長する時季になりましたが、ますますご清栄のこととお

慶び申し上げます。 

先月から始まった新コンテンツの「会員事業紹介」ですが、今月は「製造業」に焦

点を当てています。ぜひご一読ください。また、總商会では現在 HP のリニューアル

を図っており、内容の充実に向けて動いています。会員の皆様のニーズにお応えでき

るよう努力して参りますので、HP 内容の充実含めて、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）厳浩理事長の寄稿が日本国際貿易促進協会機関紙に掲載 

厳浩理事長の寄稿が、日本国際貿易促進協会の機関紙「国際貿易」5 月号の日中国交正常化 50 周

年記念特集号に掲載されました。人々の人生を左右するものであった日中国交正常化、隣国として

の日中関係の今後などについて、厳浩理事長の思いや願いが綴られています。 

寄稿は日本中華總商会ホームページに掲載していますので、下記のリンクからぜひご覧ください。 

 

   寄稿リンク：厳浩理事長が日本国際貿易促進協会機関紙に寄稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cccj.jp/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/301_N20220516_jp.pdf
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（２）新入会員承認 

  5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。 

❖ SEVEN & EIGHT HOLDINGS 株式会社（企業正会員） 

デジタルコンテンツを中⼼として事業展開をし、開発・配信・広告に至るまで、入⼝から出⼝ま

で通して実施しています 

 

（３）日本中華總商会経営塾一期生の活動紹介 

 日本中華總商会の次世代経営塾の一期生である遠藤蓮辛さんの活動が、日経ビジネス 5月 2日・9日

号に取り上げられました。遠藤蓮辛さんは、国内のＥＳＧ（環境・社会・企業統治）投資拡大のため、

独自の格付けを基軸とした投資プラットフォームの立ち上げを目指すグループで活躍しています。日本

中華總商会は次世代の若者を応援していきます！皆様も暖かく見守ってください。 

 

 

 

 

 

遠藤蓮辛さん（写真の左から 2番目） 

 

 

2. 会員事業紹介（製造業） 

先月からの新コンテンツとして始まった「会員事業紹介」では、業種別に会員様の事業、サービ

ス、商品を紹介しています。今月は「製造業」を営んでいる新入会員様の事業紹介をいたします。 

 

https://78hd.co.jp/
https://78hd.co.jp/
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❖ CCTECH JAPAN 株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半導体外観検査装置 

ウェーハの欠陥、露光時に発生するウ

ェーハ上のムラを同時に検出する半導

体のウェーハマクロ検査装置です。 

半導体梱包装置 

半導体 IC のパッケージの表裏側面や

ボールアレイ、リードなどの３D の外

観欠陥も検査し、自動梱包します。 

IC テスタ 

半導体の電気的特性を検査する装置。

電圧、電流などを検査する装置で、パ

ワー半導体、アナログ/デジタル半導体

のテストを行います。 

プローバ 

ウェーハ上に生成された電子回路をロ

ーブするための装置。微細化された回

路に高精度の位置決め機能を使用し的

確にプロービングすることが可能で

す。 

ハンドラ 

半導体の電気的特性を検査する装置に

半導体を高速かつ高精度に搬送をする

装置。重力式、水平式、ロータリ式な

どがあります。 

アクティブアライメント 

イメージセンサとレンズの位置調整を

する装置。1um 単位でかつ３D 機能を

使用することで高速位置調整をするこ

とができます。 

■会社事業・サービス 
2008 年 4 月に中国、杭州に設立した半導体検査装置メーカー。ウェーハプローバから
テスタ、ハンドラを開発設計し、大手半導体メーカーへ供給しています。2017 年に
は、中国、深セン株式市場に上場を果たし、2018 年 7 月には開発センターとして日本 
事務所を設立。2020 年より、日本市場へ本格拡販活動を開始しております。 

■主な取扱製品 

■問い合わせ先 

電話:03-5860-2386 

Mail: inquiry.jp1@hzcctech.net  

 

 

 

https://cctech.co.jp/
tel:03-5860-2386
mailto:inquiry.jp1@hzcctech.net
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 ❖ 株式会社カルテック 

  

 

 

 

 

 

👇詳しい商品情報や光触媒による除菌効果については下記 URL をクリックしてご覧ください 

 株式会社カルテック商品紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会社事業・サービス 

＜人類と地球の未来のために「光触媒」で、水、空気、食をデザインする＞を理念に、

独自の光触媒技術を開発し、「空質と水質の浄化」事業に取り組んでいます。 
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    格は ー ー   格です

■商品 

吸着フィルターを搭載しない、光触媒のみで除菌・脱臭が可能な業界初の除菌・

脱臭機！ご使用の環境に適したお好みのセンサー感度（ニオイ）設定が可能。さまざ

まな空間でも適応します。これまでの空気清浄機や脱臭機と全く違う次世代型！ 

 

■問い合わせ先 

・HP リンク：https://kaltec.co.jp/ 

・オンラインストア：https://store.turnedk.com 

 

 

 

https://kaltec.co.jp/
http://cccj.jp/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/701_M20220502.pdf
https://kaltec.co.jp/
https://store.turnedk.com/
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❖ 晶盛機電日本株式会社 

 

 

 

👇詳しい企業情報や拠点については下記 URL をクリックしてご覧ください。 

 晶盛機電日本株式会社紹介 

 

 

「会員事業紹介」では、毎月業種別に新入会員の皆様の事業、サービス、商品を紹介していきます。御

社の事業に関して紹介したい内容がありましたら、事務局までお気軽にご用命ください。 

■主要製品・技術・商品・サービス 

半導体シリコンウェーハ製造に必要な結晶成長、切断、研磨など装置全揃い、その

中、単結晶引き上げ装置は半導体と太陽光発電業界合わせて販売実績 10000 台以 

上，特に自動単結晶成長炉は中国半導体単結晶炉市場シェア 90%以上です。 

■業務分野 
半導体、太陽光発電、LED 照明、工業 4.0 

■今後の取り組み 

 日本国内にて製造委託、部品調達、共同開発、海外進出サポートなどを進め、中華総

商会を通して日本の皆様に貢献し、ウィンウィンの関係を築いていきたいです。 

 半導体製造装置、太陽光発電製造装置、LED 照明（サファイヤ基板）、

工場自動化、これらの業務分野以外、製造業における多角化も進んでいく

ので、新規案件も募集しています。 
 

■問い合わせ先 

電話番号：044-276-9600、ファクス：044-276-9610 

 

http://www.jsjd.co.jp/
http://cccj.jp/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/701_M20220501.pdf
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3. 会員動向 

❖ 株式会社菜香 

株式会社菜香は「広東料理・香港料理」の神髄を求め、その奥深さをみなさまにお届けしていま

す。「温故創新」をモットーに、菜香新館でなければ味わえない点⼼、焼き物、名物の海老料理な

ど、専任厨師の手によるメニューの数々をお楽しみください。また、春夏秋冬、季節ならではの食

材を用いたメニューをご提供しています。 

  只今、5・6 月のおすすめ 10 品スタートしています！ぜひお召し上がりください。 

 
  👇5・6 月のおすすめ 10 品のメニューについては下記 URL をクリックしてご覧ください  
   菜香新館 5・6月おすすめ 10品の ニュー 

 

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 192 

050-3196-2794（ご予約） 

 

❖ 株式会社アクシージア 

株式会社アクシージアの製品である「ビューティーアイズ エ

ッセンスシート プレミアム」が、中国最大級のコスメ専門展示

会ポータルサイト『C2CC MEDIA』から「2021-2022 年度新勢

力ブランド TOP10 賞」を受賞しました。 

 

👇受賞についての詳細は下記 URL をクリックしてご覧ください 

 株式会社アクシージアの製品が受賞 

 

4. 直近予定 

日程 曜 開始 終了 活動内容 場所等 

6月 10日 金 一泊二日 レクリエーション＆産業視察（漢方和牛）*1  宮城県 

6月 10日 金 18:00 

 

20:00 

 

次世代経営塾 2 回目：リーダーシップ論 一橋大学 

 6月 15日 水 12:00 13:00 第 6 回例会*2 

 

Zoom 

6月 24日 金 17：00 

 

18：30 

 

新入会員オリエンテーション 事務局 

 

http://saikoh-shinkan.com/company/
http://saikoh-shinkan.com/wp-content/uploads/2022/05/22.5-6%E6%96%B0%E9%A4%A8%EF%BC%92%E3%83%B6%E6%9C%88%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%CE%B2.jpg
https://axxzia.co.jp/
https://axxzia.co.jp/news/20220517/
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※1 レクリエーション＆産業視察 （定員 20 名） 

連絡先：林秀燕、吉野有美（レクリエーション部会）、孔怡（事務局）  

メール：kong888@cccj.jp  申し込み締め切り日 6 月 3 日（金） 

 ※詳細については 5 月 20 日（金）の案内メールをご覧ください。 

※2 第６回例会  

 晶盛機電日本株式会社 

 株式会社永輝商事 

※詳細は後日ご案内いたします。 

5. CCCJ 本部の活動報告 

1. 5 月 18 日（水）第 5 回例会 

5 月 18 日（水）12:00～13:00、オンライン形式で、2022 年第５回例会が開催されました。 

 まず、大河実業株式会社の佐藤理一様が「世界発放射冷却素材で、炎天下でも日陰のような涼し

さを！」をテーマにお話されました。次に、株式会社二友（上海總商会会員）の代表取締役である

楊暉様が「「エアーエンジェル」クリーンな空気と安⼼安全をお届けします」をテーマにお話され

ました。 

 両社ともそれぞれの主力商品である、「Radi-Cool」（大河実業株式会社）と、「エアーエンジェ

ル」（株式会社二友）について、性能、特徴や応用実例などを詳しく紹介しました。例会の参加者

からは、より詳しい情報を知りたい、直にコンタクトを取りたいという声が多く事務局に届きまし

た。今回の例会も、会員の皆様にビジネスネットワークの拡大機会を提供する時間になったといえ

ましょう。 

大河実業株式会社 佐藤理一様(左側)、二友株式会社 楊暉様（右側） 

mailto:kong888@cccj.jp
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2. 5 月 19 日（木）第 2 回セミナー 

 5 月 19 日（水）16:00～17:00、オンライン形式で、2022 年第 2 回セミナーが開催されました。

今回のセミナーでは、「全人代後の中国経済と日中経済関係」について、大西康雄様（科学技術振

興機構特任フェロー、アジア・ユーラシア総合研究所客員研員）にご講義いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中国交正常化 50 周年を迎えた昨今、中国のゼロコロナ政策や日本の経済安全保障に関する政策

などが、日中関係と多くの企業に大きな影響を与えています。セミナーの参加者は 60 名前後に達

し、今回のセミナーのテーマである日中経済への興味関⼼の高さが伺えました。講義の後も、多く

の質問が寄せられました。日中経済関係の全体像や対中ビジネスの視点に対する理解を深めること

ができ、大変充実した内容だったと高い評価をいただき、大盛況のうちにセミナーが終わりました。 

 

3. 5 月 25 日（水）第 2 回ビジネスサロン（観光と飲食）              

5 月 25 日（水）夕方、ビジネス創出委員会主催の今年 2 回目のビジネスサロンが恵比寿の事務局

で開かれました。今回は外食、観光業界にフォーカスを当て、連華メトウォス株式会社、株式会社

ジャパンフライトツアーズ、株式会社 PIPI、株式会社帝国ホテル、株式会社ワイズテーブルコーポ

レーション、上海 Sanrion 集団、AIS CAPITAL 株式会社の 7 社から計 13 名の関係者が参加されま

した。 

 コロナ禍の影響で旅行業が不振の中、会社経営方針を如何に考え、他業種への転換を図るかと

いう話から、危機をチャンスに変えて如何にビジネスを成功させるかということまで、様々な角度

から興味深い話が発表されました。若いもメンバーも多く参加し、熱気あふれる会になりました。 
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4. 5 月 28 日（土）レクリエーション（メイクアップサロン） 

5 月 28 日（土）10:30～13:30、オンラインと対面のハイブリット形式で、「マスク美人になるメイ

クアップレッスン」をテーマレクリエーションが開催されました。化粧品に関係のある活動である

ため、化粧品関連の会員企業にもご参加いただきました。今回は、日本化粧品検定 1 級、日本メイ

クアップアドバイザー等多数の美容資格をお持ちの Maki 先生をお招きしました。 

Maki 先生からは、メイク前のベース作りといった根本的なケアや、一人一人の顔のバランスや肌

質にあった化粧の仕方から、メイクの実際的なコツまで多くのことを教えていただきました。参加

者一人一人のメイクも先生に直していただき、プロによる仕上がりの差に参加者一同感嘆の声が何

度も上がりました。学んだことをメイクに取り入れていきたい、今後も Maki 先生の個人レッスン

を受けたい、と参加者から大好評のレクリエーションとなりました。 

6. 渉外活動 

1. 4 月 30 日（水）JC 主催「日中交流会」に日本中華總商会が協力参加 

（4 月の活動ですが、月末に開催されたため今月分メルマガにてお伝えいたします） 

4 月 30 日（土）、日本青年会議所（Junior Chamber、略称 JC）アジアアライアンス構築委員会と

中国国際交流協会主催の「日中交流会」が横浜の HOTEL PLUMM にて開催されました。会場と

オンラインによるハイブリッド形式で開催され、会場には 63 名、オンラインでは、中国の福建省

や湖北省の企業など、130 社ほど参加されました。 



 

10 

 

今回、日本中華總商会はイベントの協力団体として、䔥敬如会長や徐志敏常務副会長をはじめ 11

名参加しました。会の冒頭では、䔥会長が挨拶し、日本中華總商会について紹介を行いました。ま

た、徐常務副会長が總商会を代表し、「中国最新ビジネス事情」をテーマに講演ました。第二部の

パネルディスカッションには大城執行理事が参加し、さらに、總商会の会員企業である株式会社ワ

ンモア、株式会社 ACEHIGH が発表を行いました。今回の「日中交流会」は、日中企業の交流を促

し、さらなる協力関係を築く一つの足掛かりになったといえましょう。 

 

 

 

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

 

 

 

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」「新入会員事業紹介」「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♪ 

 

mailto:info@cccj.jp

