★ 会員の皆様へ
暑さ極まる頃となりましたが、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
４月から始まりました新コンテンツの「新入会員事業紹介」ですが、もっと多くの
会員を知りたいという声がありました。つきましては、今月から「会員事業紹介」に
リニューアルし、新規の会員様だけではなく、古参の会員様もご紹介していきます。
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、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）日本中華総商会主催のビジネスコンテスト

参加者募集中！

2022 年 9 月 9 日（金）に開かれる第 3 回華商経済フォーラムにおいて、日本中華總商会が主催する
ビジネスコンテスト（担当：ビジネス創出委員会）が開催されます。日本と中華圏で活躍するスタート
アップを日本中華総商会から輩出することで、会のさらなる発展を目指し、ひいては中国と日本経済の
活性化にも寄与していきたいと考えています。参加者を募集（締め切り：8 月 18 日 木）しております
ので、ぜひご周知ください。

👇詳細は下記パンフレットと特設サイトを御覧ください。
パンフレット：2022 ９月９日（金）/ 東京プリンスホテル
特設サイト ：CCCJ Business Contest 2022 (cccjstartup.com)
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（２）会員企業【HOUSEI 株式会社】

上場実現！

会員企業である HOUSEI 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：管 祥紅）は、2022
年 7 月 28 日（木）をもちまして、東京証券取引所グロース市場へ新規上場いたしました。今後、同
取引所において当社普通株式の売買が可能となります。

👇詳細はついては下記サイトを御覧ください。
東京証券取引所グロース市場への上場承認に関するお知らせ

（３）2022 年マレーシア中華總商会第 11 回青商大会が開催！

9 月 9 日中継！

9 月 9 日（金）、日本時間 14:30～18:30（マレー
シア時間 13:30～17:30）に、マレーシア中華總商
会主催の「第 11 回青商大会」が開催されます。マ
レーシア中華總商会の会長である盧成全様（称号：
Tan Sri Dato’）がゲストとして参加し、講演をされ
ます。また、他の講演者には、麦杰思（MindChamps）
の創設者と総裁である詹富安様や、多数の有名ビ
ジネススクールにおいて MBA と EMBA を教授し
てきました羅煒雄教授をも特別ゲスト講師としてお招きしました。講演では、コロナ禍の中で、どのよ
うに「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定」などの市場開放に向き合うかといったビジネスに役立
つ方法について皆様にお伝えいたします。
会は中継され、マレーシア中華總商会の Facebook ページにて視聴が可能です。Facebook ページのア
ドレスは下記に掲載していますので、ぜひ皆様奮ってご参加ください。
👇中継はついては下記 Facebook ページから御覧いただけます。
https://www.facebook.com/acccim

(4)『賞月会』中止のお知らせ
先月にお知らせしました、9 月 9 日（金）の『賞月会』の開催ですが、目下コロナ感染症第 7 波の
状況を鑑み、7 月 27 日（水）の理事会において、今年も中止することを正式に決定いたしました。楽
しみにしてくださっていた会員の皆様には、大変ご迷惑をおかけする事となり、深くお詫び申し上げ
ます。
一方、第 4 回華商経済フォーラムは、オンラインを中心に、予定通り開催する運びになりました。
タイ・香港・マレーシア中華總商会からも VIP をお招きし、オンラインを通してご参加いただくこと
になっています。参加方法や詳細に関しては、また改めて皆様にご案内いたします。
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2. 新入会員承認
7 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。
❖ リストインターナショナルリアルティ株式会社（企業賛助会員）
〔不動産業〕最高級のサービスを提供する「サザビーズ」オークションハウスの不動産部門として設
立されました。首都圏 10 か所及び東京港区にクロスボーダーの専門チームを抱えています。東南ア
ジアでも事業を拡大しています。
❖ 株式会社平安不動産（企業正会員）
〔不動産業〕個人間の不動産売買・賃貸の仲介をはじめ、事業用・収益不動産の仲介、企業や個人投
資家の不動産投資コンサルティングなど、多種多様な不動産ニーズに対する幅広いサービスを提供
しています。
❖ 安東建設株式会社（企業正会員）
〔建設業〕埼玉県戸田市に拠点を構え、日本全国で活躍する建築事業者です。主に高層ビルやマンシ
ョン・ホテル・施設・工場などの建物に対応しております。
❖ nat 株式会社（企業正会員）
〔情報通信業〕住宅関連産業の課題を解決する iOS アプリケーション「Scanat」の開発・運営をして
います。（「Scanat」とは、iOS デバイスに搭載されている LiDAR センサーを活用して、3D モデ
ルを作成し、高精度な計測を簡単に行える AI 測量アプリケーションです。）
❖ 株式会社 WeGlobal（企業正会員）

〔サービス業〕日本語/英語/中国語のバイリンガル即戦力人材に特化した転職・採用・キャリア開発
をトータルサポートする人材コンサルティング会社です。
❖ 株式会社 KASUMI コンサルティング（企業正会員）
〔情報通信業、卸売業〕輸出入貿易/日本国内おける貿易、インバウンド、越境 EC、企業訪問などの
各種相談/情報サービス、とりわけ SAP に特化したサービスの提供など
❖ JTM ホールディングス株式会社（企業正会員）
〔不動産業・飲食サービス業・生活関連サービス業など〕
不動産事業、観光事業、オンライン販売事業、レストラン事業、ドラッグストア事業など
❖ 一般社団法人

日中青年経済文化交流協会（団体正会員）

日中の若い世代が両国の伝統と文化に対する意思を高め、共に人脈作り、ビジネスでより飛躍し、日
中の架け橋となるため、企業・就職支援のセミナーや交流イベントの主催を中心に活動。
❖ 鹿

はせる（個人正会員）

〔専門・技術サービス業〕長島大野常松法律事務所において、弁護士として企業法務、M＆A、金融法
務、事業再生などを幅広く取り扱っています。
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3. 会員事業紹介（サービス業―越境 EC）
❖ 株式会社ゴールデンブル

■会社事業・サービス
株式会社ゴールデンブルは、従業員一人一人が、想像力が高く、まじめにチャレンジ精神をもって、
仕事をしている会社であり、豊富なグローバル販売チャンネルをもっていることを強みとしている
会社です。今行っている当社の事業は以下の４つに集約されます。
1.

商品企画製造事業
自ら商品を企画し、製造を委託し、自社商品として商品を提供する。ＨＢＦブランド
（HEALTH BEAUTY FACTORY）を立ち上げ、健康サプリ等の販売。

2.

越境ＥＣ事業
ＳＨＯＰＥＥ ＬＡＺＡＤＡ等を通じ、東南アジア、台湾等に日本の優れた商品の販売並び
に、越境ＥＣをしたい会社並びに、商品のプロモーション事業。

3.

貿易事業
日本の商品を海外に展開。また、海外からの商品を日本に輸入し、楽天などのサイトを通じて
販売。中国等の商品を国内で販売する際に、クラウトファンディング事業等を通じたテスト販
売の実施。

4.

免税店事業
池袋に一店構え、化粧品、日用雑貨、医薬品、酒類等を取りそろえ、インバウンド向けの免税
販売、国内居住者向けの課税販売。

本年 6 月より皆様の健康と美容に貢献すべく、ブラックジンジャー、プロテオグリカン、234 種類
の植物酵素を含んだ健康サプリ「永遠の３０」の販売を開始しております。
👇詳細は下記サイトを御覧ください。
http://hbfactory.shop28.makeshop.jp/shopdetail/000000000011
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❖ 株式会社ニューエイジ【新入会員】

■会社事業・サービス
お客様のニーズに応じて、弊社独自のネットワークによるインバウンド集客＋アウトバウンド（越境
EC）の総合支援をしております。越境 EC やアプリ、ミニプログラムの開発、商品販売、物流まで行い、
全体的に越境ビジネスのソリューション提供する会社です。日本の大手ドラッグストアも採用している
システムです。現在、LINE にもミニプログラム開発サポートしています。

1. 決済業務
ニューエイジでは中国国内で認知度の高い銀聯、
Alipay(アリペイ)、WeChat Pay などとアクワイアリング
し、店舗や EC サイト、アプリなど決済手段を提供して
います。

2. 電子会員カード
Online to Offline（略：O2O）サービス、加盟店に電子
会員カードらくらく提供しています。

3. 販売流通
国内の免税店などを通じて電気製品/玩具/ホビー/化
粧品を提供しています。ネットショップ「富士屋」、
越境 EC「富士淘」を運営しています。

4. 中国支援サービス
企業様の中国向けビジネスを支援するため、安く、ス
ピーディーに中国での商標出願登録を致します。

5． 物流サポート
ドア・ツー・ドア直送、自由貿易区保税倉庫在庫型の
サービスを提供しています。
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4. 会員動向
❖ 株式会社帝国ホテル

～2022 年度 夏季 顧客企業様限定ご優待～
株式会社帝国ホテルでは、「顧客企業様向け 特別宿泊プラン」や「インペリアル バイキングサ
ールの【涼夏プラン】」など、顧客企業様限定のご優待サービスを提供しています。

👇お得な情報など、詳しいサービスついては下記 URL をクリックしてご覧ください

「帝国ホテル東京

ホテルショップ」で使える優待券もあります！

❖ 株式会社三明インターナショナル

～「ウェルネスフード EXPO2022」に“新美シリーズ”が出展！～
7 月 27 日～29 日に東京ビッグサイトで開催される「ウェルネスフード EXPO2022」に今話題の

食後の血糖値上昇をおだやかにする“新美シリーズ”が出展します。トモロコシの芯から由
来する L-アラビノースは食後の血糖値上昇を穏やかにすることが報告されています。

👇商品などの詳しい情報ついては下記 URL をクリックしてご覧ください。
https://www.atpress.ne.jp/news/318420
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❖ 一般社団法人関西中華總商会

会長交代のお知らせ

日本中華總商会の分会正会員である一般社団法人関西中華總商会が、6 月の理事会において、執行理
事会会長を何玲青氏から、魏鵬程氏に交代したことをお知らせいたします。

5. 直近予定
日程

曜

開始

終了

8 月 17 日

水

12:00

13:00

第 8 回例会*1

Zoom

8 月 18 日

木

16:00

17:00

第 4 回セミナー*2

Zoom

8 月 24 日

水

18:00

19:30

第 3 回ビジネスサロン*3

事務局

活動内容

場所等

※1 第 8 回例会
① 講演者：エイブル株式会社
② 講演者：料理研究家 小薇(シャウ・ウェイ)先生
テーマ：創意美食—小薇点心の紹介
ZOOM 参加リンク：
https://us06web.zoom.us/j/88229868026?pwd=MzZTRTdKUStoZGlJMC9VQ3YrS1BoZz09

ミーティング ID: 882 2986 8026

パスコード: 606193

※詳細は後日ご案内いたします。

※2 第 4 回セミナー
講演者：佐久間 世徳様 （リーグ法律事務所 上海本所 市場統括）
テーマ：「中国コロナ禍対策、政策動向の解読」
形式：ウェビナー申し込み形式 ※事前申し込みが必要です
お申し込みリンク:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q1pZt7fqTuSWoIMkQYw6Dw
※詳細は後日ご案内いたします。

※3 第 3 回ビジネスサロン
テーマ：「健康、ヘルスケア、医薬、医療機器、化粧品、美容業界」
※7 月開催予定でしたが、諸事情により 8 月 24 日(水)の開催に延期されました。
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6. CCCJ 本部の活動報告
1.

7 月 13 日（水）第 7 回例会
7 月 13 日（水）、オンライン形式にて第 7 回例会が開催されました。
チャイナ・モバイル・インターナショナル株式会社の Albert Yan 様は「つながる、スマートな未
来へ（中国語のテーマ名：赋能万象，数智未来）」をテーマにプレゼンを行いました。プレゼンで
は、事業やサービスについて紹介されました。また、日中間のサービスなどの具体的な事例なども
交えて説明されました。キングソフト株式会社の馮達様は「「働く」をスマートに」をテーマにプ
レゼンを行いました。プレゼンでは、時代の変化に合った商品戦略の展開、事業やサービス、商品
の特徴などについて詳しく説明されました。
質疑応答の時間には、マーケティングにおけるニーズや、今後のビジネス展開の可能性などにつ
いて議論を深めました。

チャイナ・モバイル・インターナショナル株式会社の Albert Yan 様（左側）
キングソフト株式会社の馮達様（右側）

2.

7 月 14 日（木）第 3 回セミナー（竹内亮氏

特別講演）

7 月 15 日（木）、オンライン形式にて 2022 年第 3 回セミナーが開催されました。

今回のセミナーは「特別講演」という形で、長年中国に在住し、ドキュメンタリー監督として注
目をされている竹内亮氏（南京和之夢文化伝播公司）をお招きし、「中国在住のドキュメンタリー
監督、竹内亮から見た日中」をテーマにご講演いただきました。
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この日、日本中華總商会における竹内亮氏のファンがセミナーに大勢駆けつけ、参加者は 40 名を
超えました。講演では、竹内亮氏が、等身大で見えた日中の人々の様子や日中経済関係の現状、映
像制作に関する思いを語られました。参加者から寄せられた多くのコメントに対して、竹内亮氏が
真摯に気さくに答えていき、双方向の活発なコミュニケーションが行われ、大変熱気にあふれた講
演会になりました。このような講演会をまたぜひ企画実施してほしいと、参加者から高い評価をい
ただきました。
…………………………………………………………………………………………………………………

自社 PR してみませんか♪
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
TEL

：03-5422-7926
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恵比寿パルクビル 2 階

FAX：03-5422-7925

