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★ 会員の皆様へ 

夏も終盤を迎えましたが、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

いよいよ第 4 回華商経済フォーラムの開催が、1 週間後の 9 月 9 日（金）に迫って

きました。多くの会員の皆様とお会いできることを、心より楽しみにしております。 

さて、今月から、会員向けサービスの強化のため、事務局にて会員様の商品ディス

プレイを始めました。詳細はメルマガ内にてご案内しておりますので、ぜひご一読く

ださい。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）第 4 回華商経済フォーラム 参加申し込み受付中！ 

  2022 年 9 月 9 日（金）に第 4 回華商経済フォーラム（運営：ビジネス創出委員会）が、予定通り東

京プリンスホテルにて開催されます。今回は、中国本土企業や東南アジアの中華總商会からも VIP をお

迎えして、主にオンライン上で開催することになりました。また、今年のイベントの一つである当会主

催の「CCCJ Business Contest 2022」の決勝戦も併せて行うことになっています。参加をご希望の方は、

下記のウェビナーリンクから事前の申し込みが必要になります。奮ってご参加頂けますよう、心よりお

待ち申し上げます。 

※式次第など詳細につきましては、8 月 9日に送付のメールをご覧ください。 

👇第 4 回華商経済ウェビナー申し込みリンク 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XHTZNn4-Sxmzz23e5ByawA 

 

                  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XHTZNn4-Sxmzz23e5ByawA
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（２）事務局、会員向けサービスを更に強化！ 新しい事務局へ 

 今月から、会員向けサービスを強化するため、事務局にて会員様の小商品ディスプレイを始めました。 

会員様の商品を、もっと多くの会員、そして役員に知ってもらうために、一定の期間中に無料で展示い

たします。また、会員向けの「特別割引販売」商品をも展示していますので、お得なご購入を考えてい

らっしゃる方はぜひ事務局にお越しのついでにご確認ください。 

商品のディスプレイにご興味がございましたら、ぜひ事務局までご連絡ください。今後も、会員様の

事業支援をより一層強化していき、新しい事務局へと日々邁進して参ります。 

 

2. 新入会員承認 

  8 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。 

❖ 東京建物不動産販売株式会社（企業賛助会員）   

〔不動産業〕東京建物不動産販売は、120 年の歴史を持つ東京建物と、グループ各社の総合力を活か

した、ワンストップで最適なソリューションをお届けしています。３つの事業：売買仲介・アセット

ソリューション・賃貸管理を軸に事業を展開しております。 

❖ GFAIRobot Service 合同会社（企業正会員）  

〔製造業〕GFAI Robot Service 合同会社は主にサービスロボットを生産販売している会社です。主に

Food Delivery Robot、AI Reception Robot、Spray Robot 等のロボット等を生産販売し、現在日本、

アメリカ、中国、韓国、マレーシア、シンガポール、ベトナム、タイ、オーストラリア、ドバイ、イ

ギリス、フランス、ドイツ等の国で販売されています。 

（詳細は下記の会員事業紹介をご覧ください） 

 

https://www.ttfuhan.co.jp/
https://www.guardforceai.com/
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3. 会員事業紹介（不動産業、製造業） 

❖ 株式会社エイブル【新入会員】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

■会社事業・サービス 

私たちは、様々な変化に対応し、「賃貸住宅」を通じて時代や環境に合ったサービスや、

新たな価値観の創造により、より安心・快適で 豊かな「くらし」を実現させていきたいと

考えております。 

■主軸事業 

国内外の賃貸仲介・物件管理を主たる事業として、国内で 50 年以上、海外で 30 年以上

の不動産取引で培った知識と経験、そして年間 16 万件以上の不動産仲介と 20 万戸以上の

管理物件の実績をもとに、お部屋探しのお客様のニーズにお応えいたします。 

１．賃貸仲介事業 

全国 800 拠点以上の日本最大級のネットワークを活かして、法人・個人を問わず賃貸物件の斡

旋を致します。法人需要の多い家具家電付き物件や、オフィス・店舗等も含め、募集から入居

後のアフターサービスまで、お客様のニーズとオーナー様の不動産のベストマッチングを致し

ます。 

２．不動産管理事業 

メディアによる集客から入居審査、家賃の集金、滞納保証、退去時の精算、メンテナンス、ク

レーム対応等に加え、建物メンテナンスやプロパティマネジメントまで賃貸管理を一貫して代

行致します。 

 
３．不動産売買事業 

資産分散、税務相談、個人利用を目的とした「不動産投資」を購入、賃貸、管理、またアセッ

トマネージメントなど幅広くサポートし、お客様のご要望に合わせた支援が可能です。 

http://www.able.co.jp/
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❖ 株式会社 Rapport 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL 開発事業 

アジアの経済成長に伴うアジア発の海外旅

行需要の増加、円安による訪日旅行の割安

感の浸透等、このようなマーケット環境の

中、お客様と時代のニーズに合わせたホテ

ルの開発を行っています。お客様の安心・安

全はもちろんのこと、土地の魅力を活かし

た新たなホテル開発を推進しています。 

不動産再生・販売事業 

中古ビル・マンション・戸建等を取得し、

個々の状況に応じたリフォームを施し、

付加価値を加え市場流動性を高める不

動産再生・流動化ビジネスをおこなって

います。 

売買仲介事業 

売主さまのご希望に沿える価格でご売

却できるよう努めるのが当社の役割で

す。また、買主さまのお悩みを解決し、

さらに正確な物件情報の提供をサポー

トします。 

物件管理・オーナー代行事業 

オーナー様が安心できるマンション・ア

パート経営をお約束する運営管理シス

テムを取り揃えております。資産の有効

利用とゆとりある安定した賃貸事業実

現のために、ぜひ弊社の賃貸管理システ

ムをご活用ください。 

不動産投資・保有事業 

所有するオフィスビル・マンションなど、

賃貸資産それぞれの特性に合った魅力的

な貸し方の工夫で、安定的な収益の最大化

を図ります。独自のノウハウを駆使した総

合的なオペレーションを通じて、物件価値

の維持と向上を実現してきます。 

レンタルオフィス運営事業 

お客様のビジネスに合わせて、手頃な料

金で、プロフェションナルな環境の整っ

たオフィスを運営しております。 ビジネ

スの起業で初めて東京にやってくる方

によって地域が刺激され、また初めての

地で交流が生まれることでビジネスに

もいい影響が広がっていきます。 

■会社事業・サービス 
2012 年設立以来、多様化する不動産市場を正確に見据え、東京のプライムエリアを中心
に、多数の物件を開拓するとともに実績を重ねてきました。そして、世界中の企業との
パートナーシップを深め、東京の将来性に私たちのユニークな強みである「国際的な専
門チーム」のノウハウを融合させ、不動産の保有・賃貸管理から、不動産会開発、ホテ
ル事業まで幅広い領域で不動産事業を積極的に展開しております。 

■主な事業 

■問い合わせ先 

電話:03-5812-2667 

Mail: info@rapport-cjw.com 

 

 

 

https://rapport-cjw.com/
tel:03-5860-2386
mailto:info@rapport-cjw.com
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❖  GFAI Robpt Service 合同会社【新入会員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロボティクスによる御社のビジネスを強化します 

 

■会社紹介 
私たちは、定評のある安全なロジスティクス事業を補完し、ロボットソリューションお
よび情報セキュリティサービスの開発に重点を置いた、グローバルな統合セキュリティ
ソリューションプロバイダーです。公衆衛生、教育、交通、ホスピタリティ、施設管理
など、さまざまな業界に適用される RaaS (Robotics as a Service) ソリューションを展開
しています。 

■主軸事業 
私たちは主に配膳ロボット、AI 接客ロボット、スプレーロボット等のサービスロボット
の研究開発と製造を主軸事業としています。現在日本、アメリカ、中国、韓国、マレー
シア、シンガポール、タイ、オーストラリア、ドバイ、イギリス、フランス、ドイツ等
の国で製品を販売し、各国現地における技術開発とアフターサービスも行っています。 
弊社のサービスロボットは色んな領域での応用に適しています。例えばレストラン（食
堂）、ホテル、ショッピングセンター、オフィス、学校、病院、官公庁、介護施設など
で活躍しています。 

■RaaS ソリューション 
RaaS（Robots as a Service）は、既に自動車業界や製造業界に良い結果をもたらしている
ビジネススタイルです。また、このアプリケーションを利用することで、第三次産業も
ロボティクスのメリットを活用することが期待できます。Guardforce Robot は、あらゆ
る分野のお客様に実用的な RaaS ソリューションを提供できるよう取り組んでいます。 

https://www.guardforceai.com/
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4. 会員動向 

❖ クロスサポート株式会社 

～“ASIA GOLDEN STAR WARD2022” 商品賞受賞！～ 

クロスサポート株式会社（代表取締役社長 吉野有美様）が、“ASIA GOLDEN STAR WARD2022”に

おいて、商品賞を受賞されました。”ASIA GOLDEN STAR AWARD” は、アジア優秀企業家連盟（AEEF)

と、一般社団法人アジア・日本優秀企業家連盟（AEEFJ）が連携を組み、開催している授賞式です。ア

ジア 18 ヵ国から参加するアジアで優れた「企業、人、モノ、サービス」と認められた場合に受賞され

ます。クロスサポート株式会社が受賞した商品賞は、化粧品などの商品が優れた品質を誇るとと

もに際立って革新性があると認められた製品に送られる賞です。 

雑誌「エステティック通信（ESTHETIC WIRED JAPAN8 月号」にも、特集として「ASIA GOLDEN 

STAR AWARD 2022 授賞式レポート」が掲載されています。 

 

👇商品や会社の詳しい情報については下記QR を読み込んでください。 
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❖ 有限会社上海風情 

～「中秋節 特別コース料理」 会員優待割引！～ 
有限会社上海風情では、9 月 30日まで『中秋節 特別コース料理』を提供しています。 

通常価格お一人様 10,000円であるところを、日本中華總商会の会員様ならば 9,000 円というお得な
会員優待割引を実施しています！ 
 有限会社上海風情は、本格上海家庭料理の味をラグジュアリアスな個室や空間で提供しています。

ぜひ、この機会を逃さず本場の上海料理を堪能してください！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「上海風情 茗香」 

住所：東京都港区新橋 2-15-7  

S-PLAZA 弥生 8F 

TEL： 03-6821-2627 

交通手段：JR 新橋駅  

SL 広場より徒歩 2 分 

営業時間：11:00～14:30 

          17:00～23:00 

予約可 

 

「上海風情 本店」 

住所：東京都港区新橋 3-15-3  

TKK 第 2 新橋ビル B1F 

TEL： 03-3578-6538 

交通手段：JR 新橋駅烏森口より徒歩 3 分 

営業時間：11:00～23:00 

予約可 

 

☟提供店舗一覧 

https://shanghaifuzei1.wixsite.com/myoka
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5. 直近予定 

日程 曜 開始 終了 活動内容 場所等 

9 月 2 日 金 11:30 13:30 仇福庚先生を偲ぶ会 XEX 日本橋 

9 月 5 日 月 15:00 17:00 楊宇首席公使講演会 日本工業倶楽部会館 

9 月 9 日 金 14:00 19:00 
 

第 4 回華商経済フォーラム*1 ウェビナー 

9 月 14 日 水 12:00 13:00 第 9 回例会*2 Zoom 

 

※1 第 4 回華商経済フォーラム 

詳細については 8月 9 日に送付しましたメールをご覧ください。また、本メルマガの

「１．トピック」にもウェビナー申し込みリンクを掲載しております。 

 

※2 第 9 回例会  

講演者：株式会社ティーケーピー 他 

※詳細は後日メールにて別途ご案内いたします。 

 

例会の ZOOM 参加リンク： 

https://us06web.zoom.us/j/84096235351?pwd=R2xNS3VyT1U5YnIySTRuc29pQUtsQT09 

ミーティング ID: 840 9623 5351 

パスコード: 614065 

 

6. CCCJ 本部の活動報告 

1. 8月 17日（水）第 8回例会 

8 月 17 日（水）、オンライン形式にて第 8回例会が開催されました。 

今回は、まず、株式会社エイブル（以下「エイブル」）が「安心・快適な暮らし[仲介件数１５万件、

管理戸数２５万件]のエイブル」をテーマに、自社の事業について PR されました。プレゼンでは、主な

事業や海外におけるサービス、エイブルの強みなどについてご紹介されました。 

エイブル 郭前峰様（左側）、料理研究家 小薇先生（右側） 

https://us06web.zoom.us/j/84096235351?pwd=R2xNS3VyT1U5YnIySTRuc29pQUtsQT09
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次に、特別ゲストとして、料理研究家である小薇（シャウ・ウェイ）先生が「創意美食ー小薇点心の

紹介」をテーマにご講演されました。講演では、コロナの最中に点心専門店を出した経緯と成果、今話

題の最先端中華美食とワンランク上の美食の楽しみ方についてお話されました。 

質疑応答の時間には、エイブルの郭前峰様が、不動産業界の市場動向などの様々な質問に対して、

豊富な知識で的確に答えられました。一方、小薇先生には、ファンである会員から感謝・感激の声が

届きました。また、小薇先生が紹介をした店にぜひ行きたいという声が、参加者から多く上がりまし

た。 

2. 8月 18日（木）第 4回セミナー 

8 月 18 日（木）、オンライン形式にて、2022 年第 4回セミナーが開催されました。今回のセミナーは、

リーグ法律事務所の佐久間世徳氏（上海本所 市場統括長）をお招きし、「中国コロナ禍対策、政策動向

の解読」をテーマにご講演いただきました。 

セミナーにおいて、佐久間世徳氏は、日本で誤解されていたり伝わっていなかったりする「ゼロコロ

ナ」政策の実情について詳しく説明されました。また、「ゼロコロナ」政策が企業活動に与える影響、

特に企業が中国で経済活動を行う上で注意すべき事項、対策、及び利用可能な優遇政策などを会員の皆

様に紹介されました。日本中華總商会の会員は日中両国間で活動する機会が多いため、質疑応答の時間

では、今後の隔離措置の見通し、郵便物の手続きといった、実際の暮らしや業務に関わる質問が多く出

ました。佐久間世徳氏の丁寧で網羅的な説明に、参加者からは、抱いていた疑問が解決できて大変勉強

になったという声が上がりました。 

  

3. 8月 24日（木）第 3回ビジネスサロン 

8 月 24 日（水）夕方、ビジネス創出委員会主催の今年三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。今回は健康、ヘルスケア、医薬、医療機器、化粧品、美容業界にフォーカスを当て、株式

会社アクシージア、EPS創健医薬発展株式会社、株式会社 Merry Plus、株式会社シンクランド、Dr. J & 

C 株式会社、クロスサポート株式会社の 6 社から計 11 名の関係者が参加されました。 

今回のビジネスサロンでは、長引くコロナ禍の影響によりインバウンド（訪日外国人客）需要が消失

した厳しい現状下で、いかにビジネスを軌道に乗せていくかについて発表がありました。具体的には、

どのようにアジア圏で日本製の健康食品や化粧品の売上を伸ばしたか、外出が気軽に出来ないお客様向

けの専売サプリメントをどのように開発したかについて紹介がありました。他には、受賞商品（10秒で
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小顔美人になれる美容液「奇跡のソリューション」）の紹介や、褐色脂肪細胞を短時間で簡単に作製し

てダイエットに繋げる技術の開発話などの興味深い話が多く発表されました。 

 

 

 

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

 

 

 

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♪ 

 

mailto:info@cccj.jp

