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★ 会員の皆様へ 

年末で寒さも厳しい頃となりましたが、ますますご清栄のこととお慶び申し上げま

す。 

さて、弊会のホームページがリニューアルし、4 ページが新しく追加されました。

業種別に会員様のデータが閲覧できる「業種別会員紹介」など、便利な機能が新たに

加わっています。詳しくは、「１．トピック」の（３）をご覧ください。 

今月号のメルマガは、今年の最終号になります。今年一年、弊会へ多大なるご支援

をいただき誠にありがとうございました。来年も会員の皆様のご期待に添えるよう、

引き続き精一杯努力して参る所存でございます。 

来るべき新しい年が会員の皆様にとって佳き年となりますようお祈り申し上げます。 

1. トピック 

（１）迎春会が開催決定！ 

12月の理事会において、新型コロナ感染症の影響により、二年間連続して中止しました恒例の新年祝

賀行事「迎春会」の開催が正式に決定されました。新型コロナ感染症の影響により、ノンアルコールと

軽食のみなどに内容を簡素化して開催いたします。 

会員の皆様にとりましては、各界のご来賓、そして弊会の会長をはじめとする役員とご交流の良い機

会であります故、奮ってご参加されますようご案内申し上げます。 

また、お取引先や関係先に弊会に関心や興味がある方がいらっしゃいましたら、添付の案内状や本会

紹介資料をもってお誘い合わせの上、ご来場くださいませ。 

【日 時】      2023 年 1月 20 日 (金)      

 

 

【場 所】      帝国ホテル 本館中 2階「光の間」 

【会  費】   8,000 円 

【申し込み方法】※人数統計のため、下記何れかの方法でお申込みくださいますよう、 

ご協力願い申し上げます。 

（1社、1 団体につき 2名まで） 

①申し込みリンク         

（申し込みリンクについては、12/21 送付のメールをご覧ください） 

②FAX 03 5422 7925 

（FAXの返送用紙は、12/21 に送付のメールに添付されています） 

【締め切り日】2023 年 1月 6日（金） 

その他詳細につきましては、12/21 に送付しましたメールをご覧ください。 

お申し込み後に、受付方法と参加費のお振込みについてご案内を差し上げます。 

受付開始  11 時 30 分  

開会     12 時 00 分 

中締め    13 時 00 分 

閉会      13 時 30 分 
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（２）2023 年定期社員総会＆2023 年社員総会懇親会が開催決定！ 

12月の理事会において、1 月 20 日（金）に社員総会の開催が正式に決定されました。 

また、社員総会の後、懇親会も開催が決定されました。今年の社員総会では、今後の日本中華総商会

の組織改編についてなど、本会運営に関する重要なことが議論される場となります。また、会員議決権

を行使する機会でもあります。奮ってご参加いただけますよう、心よりお待ち申し上げます。 

 

§2023 年定期社員総会 

【日時】2022 年 1 月 20日（金）受付：16:30～、開会：18:00～ 

【会場】 

（リアル会場） 東京都新宿区津久戸町 1 番 8号神楽坂 AK ビル 8 階 806 会議室 

（Zoom 会議） (リンクについては、会員様のみにメールで別途ご案内いたします) 

 

§2023 年社員総会懇親会 

【日時】2022 年 1 月 20日（金）受付：18:30～、開会：20:00～ 

【場所】東京都新宿区筑土八幡町 2 番 1 号筑土テラス 1 階 

※詳細は、皆様に別途メールにてご案内を申し上げます。 

 

（3）日本中華總商会 HP 会員専用のページのパスワードについて 

今月より、CCCJ 公式 HP において、会員様により充実したサービスをご提供できるよう、 

以下の 4 つのページを新たに開設させて頂きました。 

①業種別会員紹介（リンク：http://cccj.jp/?app=cccj_member） 

②会員リクエスト（リンク：http://cccj.jp/?mid=143） 

③過去の活動資料（リンク http://cccj.jp/?mid=146&lan=ja） 

④関連団体イベント（リンク：http://cccj.jp/?mid=157） 

 

今後、3 月一杯を目途に、全ての会員様に、業種別会員紹介のページに登録されている情報に変更や

間違いが無いか、1社ずつメールにてご連絡を差し上げます。また、PR 文についてのご要望もその際に

ご確認いたします。 

皆様には、ご多忙中にお手数をおかけしてしまい、大変恐縮ですが、何卒ご協力を賜りますようお願い

申し上げます 

①～④のページは、全て会員様専用ページになります。 

下記の会員様専用のパスワードでログインができます。 

 

パスワード： 会員様のみにメールで別途ご案内いたします 

（パスワードは、本会の会員様向けのみの公開となりますので、会

員以外へのご他言はお控えいただけますようお願いします） 

 

http://cccj.jp/?app=cccj_member
http://cccj.jp/?mid=143
http://cccj.jp/?mid=146&lan=ja
http://cccj.jp/?mid=157
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2. 入会承認 

 12 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。 

❖ 株式会社景星（企業正会員）   

〔卸売業〕雑貨、玩具などの卸販売。小物、アクセサリーなどの卸販売。アパレル業務全般。 

❖ 株式会社ブライトスター（企業正会員） 

〔情報通信業、専門・技術サービス業〕メイン業務内容はグラフィックデザインと印刷、HP 制作、

展示会のブース装飾など。日本企業と中国企業以外に、中国本土の企業からもデザインの依頼や来日

出展際の装飾の仕事を頂いている。 

❖ 恒信株式会社（企業正会員） 

 〔不動産業〕不動産事業をメインに展開。1都 3 県を中心とする収益不動産の売買・仲介など。 

❖ グレイス株式会社（企業正会員） 

 〔卸売業〕主な事業内容はスマホアクセサリーの輸入、販売事業。 

❖ 和旋株式会社（企業正会員） 

 〔金融業〕貸金業、不動産担保ローン、有価証券担保ローン、債券買収、債券担保、売り渡し担保、

金融媒介 

❖ FOS 株式会社（企業正会員） 

 〔製造業、小売業、専門・技術サービス業〕インテリア家具、健康家電、生活家電、企画・デザイン・

設計・製造及び販売。クラウドファンディングサポート業務、プロジェクトの企画・デザイン・販

売。 

❖ 株式会社三江産業（企業正会員） 

 〔飲食サービス業〕中国上海で 7 年連続ミシュランガイド２つ星に輝く香港料理レストラン

「CANTON 8 / 喜粤 8 号」の東京銀座店をコリドー街にオープン。他に関東圏を中心に、18 店

舗の飲食店を展開。 

❖ 株式会社ソフツー（企業正会員） 

 〔情報通信業〕クラウド型コールセンターシステムサービス事業。AI 電話応対・取次サービスの開発

及び提供。ホテル用電話機販売事業 

❖ アイブリス創薬株式会社（企業正会員） 

 〔専門・技術サービス業、教育業〕尿中のエクソソームに含まれる遺伝情報を持つ miRNA を解析し、

そのデータを人口知能（AI）に学習させることで、同時に多種類のがんに対するリスク判別を可能

とする予測モデルの構築を行っている。 

❖ 一般社団法人 日本華僑不動産協会（団体正会員）   

〔不動産業〕華僑不動産事業者に対する宅地または建物に関する情報の登録及び提供、華僑不動産業 

の推進・推進・支援及びセミナーの開催、不動産信託・保険・税金・法律及びセミナーの開催 等。 

https://www.keisei-japan.com/
https://brightstar-jp.com/
https://www.koushin-global.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/colorful999/
http://wasen-holdings.co.jp/
https://cofo.jp/
http://canton8.jp/
https://www.softsu.co.jp/
http://aibliss.co.jp/
https://ocreaj.jp/
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3. 会員事業紹介（飲食サービス業） 

❖ 亜細亜食品株式会社 

 

 

 海虎鮫のウニ載せ 伊勢海老のサラダ 

■主な事業 
飲食店経営、点心製造、食品輸入、食品販売 

 

 

■会社紹介 

亜細亜食品株式会社が経営する本格中華料理店は「銀座 飛雁閣」は世界基準「食」の

安全と品質をお届けしています。トップレストランが評価する HACCP（ハサップ）

を取得している清潔な厨房では、宗教や健康の理由による食材リクエストも対応して

います。 

また、オンラインショップ「味とサイエンス」では、モナコ公室ご用達エクストラバ

ージンオリーブオイル「CENTONZE（チェントンツェ）」などの選りすぐりの食品

や雑貨も販売しています。低糖質・無味精で健康長寿。 

 

「銀座 飛雁閣」 

「銀座 飛雁閣」は、銀座に店を構える中国料理店です。本物志向を追

求した完全予約制のスタイルで、ゲストを至福のひとときへとご招待

します。きらめくシャンデリア、優美な調度品、高貴なサロンを思わせ

るエレガントな空間で、極上のひと時をお楽しみください。 

 

「味とサイエンス」オンラインショップ 

「味とサイエンス」は長きにわたって培ってきた食品に対しての目利

きを武器に、安心安全で健康、そしてなにより美味しい食品を皆さま

にお届けすることをお約束いたします。 

 「美と健康をたのしもう」をコンセプトに、毎日を笑顔で過ごせる

よう努めます。 

☟「味とサイエンス」 

オンラインショップ 

☟「銀座 飛雁閣」公式ページ 

http://asiashokuhin.com/
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4. 会員動向 

❖アクシージア株式会社 

～山梨県北杜市に 500万円寄付！環境資源の保護活動を支援～ 

アクシージア株式会社（代表取締役：段卓様）は、山梨県北杜市に対し、同市の豊かな自然をベース

とする環境資源の保護活動、また観光資源としての訴求・活用、市民生活全般への取り組みと市政全般

にアクシージアグループとして共感し、500 万円の寄附をしました。アクシージア株式会社では、今後

も、積極的に環境資源の保護活動への取り組みを継続していきます。 

👇詳しい情報については下記をご覧ください 

アクシージア株式会社ニュース「山梨県北杜市への寄附について」 

❖ 株式会社 SGST 

～SGST、日本国内初、大学病院内に配膳ロボットを導入～ 
IoT・AI ソリューション開発の株式会社 SGST（代表取締役：小鹿泰光様）は、新型コロナウイルス対

応として飲食店、レジャー施設、一般企業、医療機関向けにロボットや IoT製品による非接触サービス

化の展開を進めています。今般、香川大学医学部附属病院（内レストラン オリーブ）において配膳ロボ

ット BellaBotが採用されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👇詳しい情報については下記をご覧ください  

SGST｜ニュース｜SGST、日本国内初、大学病院内に配膳ロボットを導入 

 

https://www.fujita-kanko.co.jp/
https://www.fujita-kanko.co.jp/
https://axxzia.co.jp/wp-data/wp-content/uploads/2022/12/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C%E5%8C%97%E6%9D%9C%E5%B8%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%84%E9%99%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
https://sgst.ai/index.html
https://sgst.ai/news/view/48
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5. 直近予定 

日程 曜 開始 終了 活動内容 場所等 

1 月 20 日 金 12：00 13：30 迎春会※1 帝国ホテル 

1 月 20 日 金 16：30 18：00 2023 年定期社員総会※2 神楽坂 AKビル 

1 月 20 日 金 18：30 20：00 社員総会懇親会※3 筑土テラス 

1 月 27 日 金 18:30 19:30 レクリエーション「中国語体験講座」 事務局 

※１迎春会 

（詳細については、本メルマガの「１．トピック」と、12/21 に送付しましたメールをご覧ください。） 

 

※2 2023 年定期社員総会 

詳細については別途メールにてご案内いたします。 

 

※3 2023 年社員総会懇親会 

詳細については別途ルにてご案内いたします。 

 

6. CCCJ 本部の活動報告 

1．11 月 30 日（水）新入会員懇親会が開催 

11 月 30 日（水）、上海錦江飯店にて、新入会員役員懇親会が開催されました。コロナ禍が長引いた

ことにより、新入会員の皆様と本会役員との対面交流が実現できずにいましたが、この度、3 年ぶりに

開催することが叶いました。 

当日は、多くの新入会員や役員が来場しました。また、今年 9月に、日本中華總商会が主催したビジネ

スコンテストの出場者の方々にもお越しいただき、会場は盛況を極めました。 

会食中には、談笑したり、名刺を交換したりと交流をする参加者の姿が見られました。また、オンライ

ン上とは違い、久しぶりに一歩踏み込んで親睦を深めることができて、非常に有意義な時間になったと

参加者から声があがりました。 

会場の様子 ご講演者：䔥敬如会長(左側)、厳浩理事長（右側） 
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2.  12 月 9 日（金）会員忘年会が開催 

12 月 9 日（金）、会員様が経営している四季香上野店にて、2022 年会員忘年会が開催されました。 

忘年会の開催は、コロナ禍の影響のため、前回の 2019 年から実に 3 年ぶりの開催となり、約 120名

を超える会員様にご参加いただきました。今回の忘年会では、源清田商事株式会社、上海復豫国際貿

易株式会社、H&J株式会社、株式会社蘭華、興鷹株式会社、EPSホールディングス株式会社から、参

加者の手土産として、ご恵贈の品々を頂きました。 

 会は、䔥会長の挨拶により始まりました。普段、なかなか一堂に会する機会のない多くの会員が来

場し、日頃の労をねぎらい、大いに語り合う時間になりました。また、日頃の労をねぎらうだけでは

なく、会員同士が、業種・職種の垣根を超えて交流を深める時間にもなったといえましょう。最後は

船津副会長から中締めのご挨拶があり、五本締めにより忘年会が終幕しました。 

会場の様子 

 

 

7.  関連団体イベント案内 

（１）日中投資促進機構事務局 

『新春特別企画 第 35 回拡大版 中国ビジネス実務セミナー』 

毎回ご好評をいただいております「中国ビジネス実務セミナー」ですが、桜美林大学との共催イベン

トとなる「第 35回拡大版中国ビジネス実務セミナー」を開催することとなりました。 

今回も各分野を代表する講師の皆様をお招きし、昨今の国際情勢や日中関係、各種政策・法制度・政

治・経済の動向等、中国ビジネスに関連するタイムリー且つ有益なテーマを取り上げ、セミナーを実施

致します。 

【日程】2023 年 1 月 26 日、27日、2月 2日、3日 計 4日間 全 12 コマ 

【時間】日本時間 10:00～16:30/中国時間 9:00～15:30 

【主催】日本投資促進機構/桜美林大学 

 ※申し込み先は日中投資促進機構になります。 

👇申し込み方法や講師情報など、詳しくはこちらをご覧ください 

  CCCJホームページ 関連団体イベント 

http://cccj.jp/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/20221212semi.pdf
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（２）日中友好会館 美術館 

『0～8848M 地上の紋 中国空撮写真展』 

2023 年 1 月 10 日より 1 階美術館にて、「日中平和友好条約締結 45 周年記念展 0～

8848M 地上の紋―中国空撮写真展」を開催します。同展では中国北京にある星球研究所

との共催により、中国大陸の地形的特徴である高低差「海抜 0M から 8848M」にフォー

カスを当て、新進気鋭の空撮写真化 57 名がアーティスティックな視点で捉えた、雄大な

自然美と人々によってつくり出された造形美を、70 枚の写真と映像でご紹介します。会

期中、演奏会やドローン体験などのイベントを開催します。 

【日程】2023 年 1 月 10～2月 26日  

 【場所】日中友好会館美術館（東京都文京区後楽 1-5-3） ※月曜日は休館日 

 【費用】入館無料 

👇詳細については下記のリンクからご覧ください 

  CCCJ ホームページ 関連団体イベント 

日中友好会館美術館 | 東京文京区の美術館 - (jcfcmuseum.jp) 

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

 

 

 

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♪ 

 

http://cccj.jp/data/hp/0000/0000/0000/0029/file/20221214ivent.pdf
https://jcfcmuseum.jp/
mailto:info@cccj.jp

