
在外日本商工会議所の活動概要に関するアンケート

２０２０年度

集計結果

２０２０年８月

日本商工会議所



実施期間：７月２７日～８月１４日

案 内 先：在外日本商工会議所 ８７カ所

回 答 数：７４カ所（回答率：８５.１％）

アンケート項目

１．商工会議所の基本情報について

（住所・TEL・FAX・E-mail・URL）

２．代表者・事務局等について　※2020年７月末時点

（会頭・事務局長・委員会・部会・職員数）

３．会員企業について　※2020年７月末時点

（会員企業数・業種別会員数）

４．事業活動について

５．収入源について

６．予算規模について

７．事業活動における課題・問題点について

８．現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への

　　要望事項等

９．新型コロナウイルスに関する活動

＜アンケート概要＞
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　　◇事業活動

　　◇収入源

　　◇事業活動における課題・問題点

＜事業活動等の状況＞

100%

92%

84%

92%

36%

69%

98%

86%

81%

36%

50%

50%

81%

27%

総会の開催

理事会（役員会）の実施

委員会、部会活動の実施

セミナー、講演会等の実施

会員企業向けの経営相談（経営・法律・税務等）

現地政府への意見・要望活動

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等）

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等）

現地経済団体等との交流

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施

会報等の出版

メールマガジンの発信

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施

その他

97%

16%

19%

26%

12%

28%

12%

会費

出版物等の販売

有料セミナー、講演会、研修会等の実施

会報、ホームページ等の広告収入

会員名簿の販売

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入

その他

30%

27%

53%

39%

7%

1%

11%

31%

人員不足

財源不足

会員数の減少

会員サービス事業の企画・運営

大使館等の日本政府機関等との連携

会員企業からの相談対応

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応

その他
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欧州地域（17カ所）

アイルランド アイルランド日本企業懇話会 6

イタリア 在イタリア日本商工会議所 7

英国 在英日本商工会議所 8

オランダ 在蘭日本商工会議所 10

スイス ジュネーブ日本倶楽部商工会部 12

スウェーデン ストックホルム日本商工会 14

スペイン スペイン日本商工会議所 16

バルセロナ水曜会 17

セルビア セルビア日本商工会 18

チェコ チェコ日本商工会 20

ドイツ デュッセルドルフ日本商工会議所 22

㈳フランクフルト日本法人会

ベルリン日本商工会 24

フランス 在仏日本商工会議所 25

ポーランド 在ポーランド日本商工会 27

ロシア モスクワ・ジャパンクラブ 28

サンクトペテルブルク日本商工会 30

北中米地域（19カ所）

カナダ バンクーバービジネス懇話会 31

トロント日本商工会 33

アメリカ シアトル日本商工会（春秋会） 35

ニューヨーク日本商工会議所 36

南加日系商工会議所 38

北加日本商工会議所 39

南カリフォルニア日系企業協会 41

シカゴ日本商工会議所 43

ポートランド日本人商工会 45

デトロイト日本商工会 46

ヒューストン日本商工会 47

＜商工会議所一覧＞
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ジョージア日本人商工会 39

ニューイングランド日系企業懇話会 51

ワシントン日本商工会 52

メンフィス日本商工懇話会 53

ロッキーマウンテン日系企業会 54

ネバダ日本商工会

ホノルル日本人商工会議所

メキシコ メキシコ日本商工会議所 55

南米地域（12カ所）

アルゼンチン 在亜日本商工会議所 57

コロンビア コロンビア日本商工会議所 59

チリ 日智商工会議所 61

パラグアイ 在パラグアイ日本商工会議所 63

パラグアイ日本商業会議所

ブラジル ブラジル日本商工会議所 65

リオデジャネイロ日本商工会議所 68

南伯日本商工会議所 69

アマゾナス日系商工会議所 70

パラー日系商工会議所

パラナ日伯商工会議所

ペルー 日秘商工会議所

アジア・中東地域（30カ所）

韓国 ソウルジャパンクラブ 72

中国 中国日本商会 74

上海日本商工クラブ 76

大連日本商工会 78

香港 香港日本人商工会議所 79

台湾 台北市日本工商会 81

インド インド日本商工会

コルカタ日本商工会 83

ムンバイ日本人会商工部

チェンナイ日本商工会
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インドネシア ジャカルタ・ジャパン・クラブ

カンボジア カンボジア日本人商工会 84

シンガポール シンガポール日本商工会議所 86

スリランカ スリランカ日本商工会 88

タイ 盤谷日本人商工会議所 90

ネパール 在ネパール日本人会商工部会

パキスタン イスラマバード日本商工会 92

カラチ日本商工会 93

バングラデシュ ダッカ日本商工会 95

フィリピン フィリピン日本人商工会議所 96

セブ日本人商工会議所 98

ミンダナオ日本人商工会議所 100

ベトナム ベトナム日本商工会議所 102

ホーチミン日本商工会議所 104

ダナン日本商工会議所 106

マレーシア マレーシア日本人商工会議所 107

ミャンマー ミャンマー日本商工会議所

モンゴル モンゴル日本商工会

ラオス ラオス日本人商工会議所 109

アラブ首長国連邦 ドバイ日本商工会議所 111

大洋州地域（７カ所）

オーストラリア シドニー日本商工会議所 112

メルボルン日本商工会議所 114

パース日本商工会議所 115

ゴールドコースト日本商工会議所 117

ブリスベン日本商工会議所 118

ニュージーランド ウェリントン日本商工会 119

オークランド日本経済懇談会 120

アフリカ地域（２カ所）

南アフリカ 南アフリカ日本商工会議所 121

モザンビーク モザンビーク日本商工会議所 123
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The Japan Business Society in Ireland 

アイルランド日本企業懇話会（アイルランド） 
 
住所 4 Fumbally Lane, Dublin 8, Ireland 

TEL +353-1-803-0800 FAX  

E-mail yasada@deloitte.ie URL  
 

事務局概要 

会長 浅田 裕一（Yuichi Asada） 

所属企業 デロイト アイルランド 

事務局長 特になし 

委員会 運営委員会 

部会  

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 30 日系企業：27  現地企業：3 

業種別会員数 製造業：4 運輸業：1 卸売業：2 小売業：1 金融・保険業：14 

サービス業：6 その他：2 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：6,080,000円 支出：5,700,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

大使館と会員メンバーの情報交換 
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The Japan Chamber of Commerce in Italy 

在イタリア日本商工会議所（イタリア） 
 
住所 Via Santa Maria Segreta 7/9 20123 Milano 

TEL 39-(0)2-8690106 FAX 39-(0)2-86910665 

E-mail webmaster@ccigi.org URL https://ccigi.org/ja/ 
 

事務局概要 

会頭 小幡 武敏（Taketoshi Obata） 

所属企業 三菱UFJ銀行 

事務局長 井手 謙太郎（Kentaro Ide） 

所属企業・団体 ジェトロ ミラノ事務所（Jetro） 

委員会 理事会 

ビジョン委員会 

業種別分科会（機械金属、商業、金融保険、化学食品、ファッション、運

輸旅行通信、電器電子、流通その他） 

地域別分科会（ローマ、トリノ） 

部会 対外部会、対内部会、広報部会 

職員数 日本人：2名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 200 日系企業：136  現地企業：64 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（コロナの影響で大半のイベントが中止せざるをえない） 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in the United Kingdom 

在英日本商工会議所（英国） 
 
住所 Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London EC2M 5QQ 

TEL 44-20-7628-0069 FAX  

E-mail chamber@jcci.org.uk URL https://www.jcci.org.uk 
 

事務局概要 

会頭 宮田 裕彦（Hirohiko Miyata） 

所属企業 欧州三井物産（株） 

事務総長 花岡 高明（Takaaki Hanaoka） 

委員会 パーマストン委員会 

新会員並びに地域交流委員会 

新企画委員会 

広報委員会 

部会 公的機関 

自動車及び部品 

造船・重工業・エンジニアリング 

エネルギー・金属 

建設・不動産 

電気・電子・精密機器 

食料・化学品・資材 

その他製造業 

金融 

保険 

商社・流通 

運輸 

報道・出版 

レジャー産業 

情報･通信 

専門サービス 

英国（起業会社） 

職員数 日本人：3名／ローカル：3名 
 

会員企業 

会員企業数 367 日系企業：329  現地企業：38 

業種別会員数 建設業：17 製造業：33 情報通信業：34 運輸業：27 卸売業：34 

金融・保険業：35 不動産業：5 サービス業：96 その他：86 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 
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会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会員名簿の販売 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：52,000,000円 支出：52,000,000円 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・日系企業への影響に関しアンケートを実施 

・英政府の政策に関する情報の提供 

・ビザ取得に遅延の改善を英政府に要望 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands 

在蘭日本商工会議所（オランダ） 
 
住所 Strawinskylaan 935 World Trade Center B-9 1077 XX Amsterdam The Netherlands 

TEL 206621457 FAX  

E-mail suzuki@jcc-holland.nl URL https://www.jcc-holland.nl/ 
 

事務局概要 

会頭 髙瀬 英明（Hideaki Takase） 

所属企業 三菱UFJ銀行 

事務局長 鈴木 和子（Kazuko Suzuki） 

委員会  

部会 投資事業環境部会 

生活厚生部会 

文化広報部会 

教育部会 

北部会 

南部会 

職員数 日本人：2名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 366 日系企業：281  現地企業：85 

業種別会員数 建設業：6 製造業：161 情報通信業：7 運輸業：42 卸売業：17   

小売業：3 金融・保険業：24 不動産業：5 サービス業：77 その他：24 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

会報、ホームページ等の広告収入 

会員名簿の販売 
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予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（理事会社確保） 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

【コロナ関連】 

空港における検疫の簡素化、時間短縮 

２国間相互主義による入国制限の回避 

オランダー日本の往来便の維持、有事の際の邦人保護、チャーター便の手配 

日本政府感染症危険レベル（渡航中止勧告）格下げへの判断基準開示 

EU域内の規制緩和に伴う欧州域内を移動中におこりうる有事の際の邦人保護 

在日外国人ビジネスマンの日本入国の緩和は歓迎するもののオランダからのビジネスマンも

早く入国可になることを期待。人の往来停滞によるビジネスへの影響を憂慮 

【BREXIT、日欧EPA、その他】 

BREXITに関しEUと英国の関税、通関、物流などの円滑な協定締結の支援、また日英の通商協

定など、コロナ禍で遅れると影響がある。外務大臣が訪英しご努力していることは承知してい

るが日本政府として在外日本企業が円滑なビジネスができるよう積極的に取り組んで欲しい。 

日―EU間EPAの実効性を上げるための運用面の改善への取り組み 

特別定額給付金の在外邦人への支給 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員アンケート2回実施。蘭政府、大使館、会員と共有 

毎日の会員一斉メイルで感染者数、ICU収容者数、一週間に一度蘭政府が更新する2/28以降の

累計感染者数、入院患者数、死亡者数蘭政府発表事項、および蘭メディア（NHKに相当）を日本

語訳して発信 
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Japan Club of Geneve 

ジュネーブ日本倶楽部（スイス） 
 
住所 10, quai du Seujet, CH - 1201 Geneva 

TEL 022-731-6277 FAX  

E-mail mail@japanclubge.ch URL https://www.japanclubge.ch/ 
 

事務局概要 

会長 岩井 喜代志（Kiyoshi Iwai） 

所属企業 JTインターナショナル 

商工部会長 和田 恭（Takashi Wada） 

所属企業・団体 日本貿易振興機構 ジュネーブ事務所 

（Japan External Trade Organization Geneva Office） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 42 日系企業：42  現地企業：35 

業種別会員数 製造業：7 情報通信業：1 運輸業：2 小売業：12 サービス業：8 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：38万円 支出：38万円 
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事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日本における新型コロナの水際措置が厳しく日本との往来が大幅に制限されていますので、PCR

検査の受検等を条件に早期の緩和をお願いします。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

Facebook特設ページの開設 

https://www.facebook.com/JCGCOVID19 

政府代表部に対する進捗状況報告 
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Japanese Bueinssmen's Club 

ストックホルム日本商工会（スウェーデン） 
 
住所 Klarabergsviadukten 70, SE111-6 Stockholm, Sweden 

TEL 46-8700-6901 FAX 46-87006920 

E-mail info@japan.se URL http://japan.se/ 
 

事務局概要 

会長 長野 彰理（Akinori Nagano） 

所属企業 三菱商事株式会社 

副会長 佐藤 利典（Toshinori Sato） 

所属企業・団体 トーモクヒュース（Tomoku Hus） 

委員会 経済貿易委員 

教育委員 

年次総会、四半期総会 

部会 リクリエーション委員 

ゴルフ委員 

婦人会 

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 25 日系企業：25  現地企業：20 

業種別会員数 製造業：17 情報通信業：1 運輸業：1 卸売業：1 小売業：3 金融・保険業：2 

サービス業：1 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：150万円 支出：150万円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員サービス事業の企画・運営 

その他（日本人学校、日本人補習校の支援） 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

駐在員が安心して長期に滞在できる学校教育の支援 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

日本への渡航、日本からの渡航に関する情報支援 
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Asociacion de Empresarios Japoneses en España 

スペイン日本商工会議所（スペイン） 
 
住所 C/Maestro Arbos, 3, 5, no..508, 28045 Madrid 

TEL 34-915393656 FAX  

E-mail info@madridsuiyokai.es URL  
 

事務局概要 

会頭 服部 誠（Makoto HATTORI） 

所属企業 スペイン三菱商事 

総務委員 室 直美（Naomi MURO） 

所属企業・団体 デロイト（DELOITTE ADVISORY S.L.） 

委員会 日本人学校運営会 

経済文化交流委員（会）現在は委員長だけで委員は無し 

部会 以下担当委員がいるだけですが、参考までにご連絡申し上げます。 

総務委員、財務委員、日本人学校運営委員長、経済文化交流委員長 

職員数 日本人：1名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 33 日系企業：31  現地企業：2 

業種別会員数 製造業：5 運輸業：3 卸売業：6 金融・保険業：5 サービス業：4 その他：10 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：4,000,000円 支出：4,900,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 
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Asociación de los Empresarios Japoneses en Cataluña 

バルセロナ水曜会（スペイン） 
 
住所 Cami de Can Graells 61 08174  Sant Cugat del Valles  Barcelona 

TEL +34 93 589 32 47 FAX  

E-mail bcnsuiyokai@colegiojaponesbcn.org URL  
 

事務局概要 

会頭 岡本 泰史（Yasushi Okamoto） 

所属企業 Montesa Honda S.A.（ホンダ） 

事務局長 飯田 孝一（Koichi Iida） 

所属企業・団体 KPMG 

委員会 日本人学校運営、産業、文化、生活情報 

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 47 日系企業：47  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施  

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 

収入源 

会費 
 

予算規模（円換算） 

収入：1千万円 支出：1千万円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業へのアンケート 
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Japanese Business Alliance in Serbia - JBAS 

セルビア日本商工会（セルビア） 
 
住所 Svetogorska 7l, Belgrade, Serbia 

TEL +381-11-45-11-171 FAX  

E-mail office@jbas.rs URL https://jbas.rs/en/ 
 

事務局概要 

会頭 Mr. Goran Pekez 

所属企業 JTI 

事務局長 Danijela Cabarkapa 

所属企業・団体 Japanese Business Alliance in Serbia 

委員会 industry groups: automotive, healthcare, hi-tech, kaizen and HR 

部会  

職員数 日本人：名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 46 日系企業：23  現地企業：23 

業種別会員数 製造業：5 運輸業：1 卸売業：1 金融・保険業：1 サービス業：1 その他：38 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：42,728.91円 支出：40,879.25円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

organizing online events related to informing the members about the Covid-19 related regulatory 

novelties, newsletters, providing direct support to members related to challenges they are facing, joint 

donation initiatives... 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in the Czech Republic 

チェコ日本商工会（チェコ） 
 
住所 Hradcanska Office Center-B, Milady Horakove 116/109, Praha 6, 160 00 Czech Republic 

TEL 420-233-350-445 FAX  

E-mail info@nihonshokokai.cz URL https://www.nihonshokokai.cz/ 
 

事務局概要 

会長 勝又 洋（Hiroshi KATSUMATA） 

所属企業 MUFGバンク（ヨーロッパ）プラハ支店 

事務局長  

委員会  

部会 労働分科会 

職員数 日本人：3名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 167 日系企業：145  現地企業：10 

業種別会員数 建設業：4 製造業：75 情報通信業：3 運輸業：13 卸売業：19   

小売業：2 金融・保険業：12 不動産業：1 サービス業：24 その他：14 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

その他（現地企業視察会の実施） 
 

収入源 

会費 

その他（事務委託職員からの事務局使用料収入など） 
 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員企業からの相談対応（チェコ国内の労働力不足解消、日本からの派遣駐在員のビザ問題な

ど、在チェコ日系企業の事業活動上の課題・問題点について、日本大使館等にご支援を頂きなが

ら チェコ政府・当局に対応を要請し、改善している事項もあるが、抜本的な解決には時間を要

すると思われる。） 

その他（新型コロナウイルスの影響により、３～６月まで月例会を中止・延期するなど、商工会

活動に支障が生じている。） 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

外務省によるチェコに対する感染症危険情報が、新型コロナウイルスの感染状況がより深刻な

他EU諸国と同じレベル３（渡航中止勧告）で据え置かれている。チェコは、日本を低感染危険

国とし、日本からの渡航者の各種義務を免除しているにも拘らず、日本はチェコからの入国者に

対し一律14日間の隔離措置等を引き続き課しているため、本邦からの赴任者・出張者のチェコ

渡航並びに当地駐在員・家族の日本への一時帰国に大きな支障が生じている。ビジネス目的での

チェコ渡航や、当地駐在員・家族の一時帰国等については、一定の条件の下、例外措置を認める

などの柔軟な対応を是非共ご検討頂きたい。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・緊急事態宣言期間中の新型コロナ関連ニュースの会員宛配信 

・新型コロナ関連情報（大使館様、ジェトロ様）のホームページ上への掲示 

・労働分科会（新型コロナ禍中のビザ申請・入国規制等について確認）の開催 

・商工会７月例会での新型コロナ禍中のビザ申請・入国規制等に関する講演の実施 

・会員企業へのアンケート協力（ジェトロ様、日本商工会議所様） 
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Japanese Chamber of Commerce & Industry to Duesseldorf regd. Assoc. 

デュセルドルフ日本商工会議所（ドイツ） 
 
住所 Berliner Allee 12, 40212 Duesseldorf, Germany 

TEL 49211630760 FAX 49211360182 

E-mail info@jihk.de URL http://www.jihk.de 
 

事務局概要 

会頭 奥村 彰規（Akinori OKUMURA） 

所属企業 日本製鉄 欧州事務所 

事務総長 森 宏之（Hiroyuki MORI） 

委員会 法務、税務、渉外交渉、会報編集、経理 

部会 商社、機械金属建設、精密機器、自動車関連、電子電機、化学品、物資、

運輸、金融保険、情報流通サービス 

職員数 日本人：2名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 543 日系企業：428  現地企業：115 

業種別会員数 建設業：2 製造業：301 情報通信業：13 運輸業：36 卸売業：60   

小売業：4 金融・保険業：20 不動産業：3 サービス業：74 その他：30 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

その他（新年賀詞交歓会、ドイツ企業工場見学会、日本デー及び日独経済シンポジウム、人材情

報提供、会員名簿の出版、「ドイツ・EUビジネスガイド」の出版） 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

会員名簿の販売 

その他(会員名簿の広告収入、会報冊子版の差込み広告収入) 

 

予算規模（円換算） 

収入：76,298,007円 支出：78,680,148円 
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事業活動における課題・問題点 

会員サービス事業の企画・運営 

その他（コロナ危機により人が集まる企画が困難となっており、セミナー・講演会などはオンラ

インベースに切り替えて対応しているが、工場見学会やその他ネットワーキングイベントは開

催が難しい。頂いた会費に見合うサービス提供が難しくなってきている。） 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日本人の赴任、商用目的のドイツ入国がスムーズに行えるよう、ドイツ政府と強力に交渉して欲

しい。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・コロナ対応に関する会員企業への緊急アンケートを実施し結果を配信（３月半ば）。 

・ドイツ入国制限に関して会員企業に行った緊急ヒアリング調査及び、フランクフルト日本法人

会・ジェトロによる調査に基づき、「ドイツ入国制限緩和要望書」を在独日本国全権特命大使

宛てに提出（ドイツ各地の日本人会等との連名）（６月半ば）。 

・COVID19ニュースレターの会員宛配信。 

・会計事務所・法律事務所等作成のコロナ関連情報のうち有用なものを厳選して会員宛配信。 
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Japanische Industrie- und Handelsvereinigung in Berlin e.V. 

ベルリン日本商工会（ドイツ） 
 
住所 Badensche Str. 29, 10715 Berlin, Germany 

TEL +49 30 8036070 FAX +49 30 8038905 

E-mail press@jihv-berlin.de URL  
 
事務局概要 

会頭 高畠 昌明（Masaaki Takabatake） 

所属企業 ジェトロ ベルリン事務所 

事務局長 志智 泰次（Yasutsugu Shichi） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：名 
 
会員企業 

会員企業数 48 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 
収入源 

会費 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 
 
予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 
事業活動における課題・問題点 

財源不足 

会員数の減少 
 
新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

メーリングリストによる情報展開、政府支援金受給相談に対する個別対応、日本政府への規制緩

和に関する要望書（国内他会との連名）提出 
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La Chambre de Commerce et d'Industrie Japonaise en France 

在仏日本商工会議所（フランス） 
 
住所 27 avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 PARIS FRANCE 

TEL 1-45-63-27-42 FAX  

E-mail secretariat@ccijf.asso.fr URL https://www.ccijf.asso.fr 
 

事務局概要 

会頭 元砂 洋樹（Hiroki MOTOSUNA） 

所属企業 仏国三菱商事 

事務局長 山田 裕隆（Hirotaka YAMADA） 

委員会 日仏交流支援委員会 

知的交流委員会 

広報委員会 

将来ビジョンを考える委員会 

会員親睦委員会 

ビジネス環境委員会 

部会 業種別による分科会 

9つ 

職員数 日本人：3名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 214 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 
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予算規模（円換算） 

収入：51,405,600円 支出：51,502,800円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

３回企業向けコロナ対策セミナーの開催。（webセミナー） 

https://www.ccijf.asso.fr/ja/infos-business/59-infos-business-03/6282-seminaire-jp 

その他、ジェトロ提供のフランス労働省/経済省等のコロナ関連情報日本語を会員に提供 

アメリカンホスピタルのコロナ情報の発信 

フランスおよび日本の出入国に関する大使館からの情報提供 

など 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in Poland 

在ポーランド日本商工会（ポーランド） 
 
住所 ul. Kormoranow 7, 02-836 Warszawa , POLAND 

TEL 48693514614 FAX  

E-mail jimukyoku@shokokai.pl URL http://www.shokokai.pl/ 
 

事務局概要 

会長 城 芳久（Yoshihisa Tachi） 

所属企業 三菱商事 ワルシャワ支店 

副会長 越田 誠（Makoto Koshida） 

所属企業・団体 ドイツ三井物産 ワルシャワ支店 

（Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Branch in Poland） 

委員会 日本祭り実行委員会 

部会 地域部会（クラクフ、ヴロツワフ、トルン・ポズナン） 

職員数 日本人：2名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 100 日系企業：80  現地企業：20 

業種別会員数 建設業：3 製造業：32 情報通信業：5 運輸業：6 卸売業：23   

小売業：2 金融・保険業：6 不動産業：1 サービス業：2 その他：20 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（定例会年間10回開催、工場や現地施設の見学・視察、ホームページ、教育支援（日本

人学校支援、地域企業の子弟教育支援、日本人会支援）、日・ポ文化交流（日本祭り、その他文

化イベント、文化施設への支援）） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員アンケートに基づき、貿易投資庁へ要望事項提出 
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Russian Representative Office of Specialized Nonprofit Corporation Japanese Business Club 

モスクワ・ジャパンクラブ（ロシア） 
 
住所 115035, Moscow, 18 Pyatnitskaya st., building 3, room 1, 1-2 

TEL 7-495-098-0021 FAX  

E-mail jbc-info@jbcmow.ru URL https://www.jbcmow.com/ 
 

事務局概要 

理事長 堤 孝行（Tsutsumi Takayuki） 

所属企業 伊藤忠商事 

事務局長 岡田 邦生（Okada Kunio） 

委員会 通関委員会 

社会インフラ分科会 

工場進出企業交流会 

労働雇用分科会 

部会 商工部会 

総務部会 

文化・行事部会 

教育部会 

婦人部会 

職員数 日本人：3名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 182 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 
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予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・HPにてコロナ関連ページの特設 

・邦人のロシア入国規制緩和にかかる当局宛レターの作成・提出 

・邦人の渡航にかかる各種アンケート 
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Japanese Business Club in St. Petersburg 

サンクトペテルブルク日本商工会（ロシア） 
 
住所 Nevsky Plaza, lit. A, 55 Nevsky Prospect., St. Petersburg, 191025, RUSSIAN FEDERATION 

TEL 7-812-677-52-15 FAX  

E-mail rss-doc@jetro.go.jp URL https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/ru_stpetersburg/jbc.html 
 

事務局概要 

会長 石田 雅資（Masashi Ishida） 

所属企業 トヨタ自動車ロシア 

事務局長 一瀬 友太（Yuta Ichinose） 

所属企業・団体 日本貿易振興機構（ジェトロ）サンクトペテルブルク事務所 

（Saint Petersburg Office, Japan External Trade Organization (JETRO)） 

委員会  

部会 通関分科会 

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 55 日系企業：55  現地企業：0 

業種別会員数 製造業：20 情報通信業：1 運輸業：5 卸売業：7 小売業：3  

金融・保険業：4 サービス業：11 その他：4 
 

事業活動 

総会の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 

収入源 

会費 
 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員サービス事業の企画・運営 

その他（コロナ禍での会員向け情報発信など） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業へのアンケート 

メールマガジンによる情報提供（法務相談やデリバリー開始など会員企業の取り組みの紹介など） 
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Japanese Business Association of Vancouver 

バンクーバービジネス懇話会（カナダ） 
 
住所 # 250-4140, No. 3 Road, Richmond, BC. V6X 2C2 

TEL 1-604-306-0781 FAX  

E-mail konwakai@konwakai.ca URL http://konwakai.ca 
 

事務局概要 

会長 田村 耕造（Tamura Kozo） 

所属企業 三菱マテリアル株式会社 

事務局長 塚本 隆志（Tsukamoto Takashi） 

所属企業・団体 ティーアンドエム システムズ（T＆M Systems） 

委員会 日本語補習授業校運営委員会 

部会 教育部会 

事業部会 

総務部会 

職員数 日本人：0名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 55 日系企業：46  現地企業：9 

業種別会員数 製造業：11 情報通信業：6 運輸業：6 小売業：5 金融・保険業：3 

サービス業：24 その他：2 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：8,800,000円 支出：8,300,000円 
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事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日本からの派遣員のビザ取得に時間がかかる 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

セミナーの実施 

ウェブでの情報共有（コロナ対応策） 

政府への要望（14日自己隔離の解除） 
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Toronto Japanese Association of Commerce and Industry 

トロント日本商工会（カナダ） 
 
住所 20 York MIlls Road, Suite 100, Toronto 

TEL 14163600235 FAX 14163600236 

E-mail office@torontoshokokai.org URL http://www.torontoshokokai.org/ 
 

事務局概要 

会長 中条 円（Madoka Chujo） 

所属企業 ホンダカナダ 

専務理事 伊東 義員（Yoshikazu Ito） 

委員会 貿易サービス委員会 

金融委員会 

重工業委員会 

軽工業委員会 

部会 総務部 

教育部 

文化部 

運動部 

広報部 

コミュニティーリレーション部 

職員数 日本人：2名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 125 日系企業：105  現地企業：20 

業種別会員数 製造業：60 情報通信業：2 運輸業：5 卸売業：30 小売業：1 

金融・保険業：8 不動産業：1 サービス業：1 その他：17 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（補習校運営 コミュニティー貢献） 

 

収入源 

会費 
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ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：3,000万円 支出：3,000万円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業アンケート（再開計画、感染予防対策、生活安全） 

デイリーメールマガジン発行 

ウェブでの最新情報アップデート（毎日） 

コロナに関連したウェビナー開催（IT,在宅勤務、医療対策、ポストコロナ） 
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Japan Business Association of Seattle（Shunju Club） 

シアトル日本商工会（春秋会）（アメリカ） 
 
住所 919 124th Avenue NE, Suite 207, Bellevue, WA 98005 

TEL 425-679-5120 FAX  

E-mail shunju@jbaseattle.org URL www.jbaseattle.org 
 

事務局概要 

会長 山田 公正（Kosei Yamada） 

所属企業 日本航空株式会社 

事務局長 鶴田 朝美（Asami Tsuruta） 

委員会 常任委員会、学校運営委員会 

部会 教育部会、交流部会、経済・文化部会 

職員数 日本人：名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 125 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 
 

予算規模（円換算） 

収入： NA 支出： NA 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 
 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業へのアンケート、ウェブサイト・ニュースレターでの情報提供、ウェビナー開催 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry of New York, Inc. 

ニューヨーク日本商工会議所（アメリカ） 
 
住所 145 West 57th Street 

TEL 212-246-8001 FAX  

E-mail info@jcciny.org URL http://www.jcciny.org/ 
 

事務局概要 

会頭 中島 正樹（Masaki Nakajima） 

所属企業 米州住友商事会社 

事務所長 前田 正明（Masaaki Maeda） 

委員会 Community Affairs Committee（地域関連委員会） 

Membership Committee（メンバーシップ委員会） 

Public Relations Committee（広報委員会） 

Municipal Relations Committee（公共団体関連委員会） 

Internal Control Committee（内部統制委員会） 

J.C.C. Fund Board of Trustees（J.C.C. ファンド理事会） 

部会  

職員数 日本人：3名／ローカル：2名 
 

会員企業 

会員企業数 290 日系企業：218  現地企業：69 

業種別会員数 建設業：4 製造業：71 情報通信業：25 運輸業：31 卸売業：   

小売業：31 金融・保険業：44 不動産業：10 サービス業：60 その他：2 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（J.C.C.ファンドを通じた慈善事業） 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 
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会員名簿の販売 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 

その他（コロナ禍によるイベントの中止、またオンラインイベントへの移行、在宅勤務） 
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Japanese Chamber of Southern California 

南加日系商工会議所（アメリカ） 
 
住所 244 S San Pedro Street Suite 410 Los Angeles, CA 90012 

TEL 213-626-3067 FAX  

E-mail office@jccsc.com URL http://www.jccsc.com 
 

事務局概要 

会頭 川田 薫（Carl K. Kawata） 

事務局長 田中まりえ（Marie Tanaka） 

委員会 Executive Committee, Financial Committee, Golf tournament committee, By-

Laws Committee, Fundraising Committee, Membership Committee, Seminar 

Committee 

部会  

職員数 日本人：0名／ローカル：2名 
 

会員企業 

会員企業数 150 日系企業：20  現地企業：130 

業種別会員数 製造業：10 情報通信業：20 運輸業：10 卸売業：10 小売業：20 

金融・保険業：20 不動産業：20 サービス業：30 その他：10 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：12,000,000円 支出：12,000,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 
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Japanese Chamber of Commerce of Norathern California 

北加日本商工会議所（アメリカ） 
 
住所 950 Tower lane, Suite 345, Foster City, CA94404 

TEL 650-522-8500 FAX 650-522-8300 

E-mail mail@jccnc.org URL https://www.jccnc.org/ 
 

事務局概要 

会頭 小沢 泰樹（Taiki Ozawa） 

所属企業 日本航空 

事務局長 辻 賢一（Kenichi Tsuji） 

委員会 人事 

メンバーシップ 

広報 

70周年記念企画 

コマースコーポレーション 

ガバメントリレーション 

コミュニティリレーション 

教育 

セミナー企画 

人事総務経理カフェ 

ゴルフ 

新年会 

部会 HR 

Membership 

Public Relations 

70th Anniversary Planning 

Commerce Corporations 

Government Relations 

Community Relations 

Education 

Seminar Planning 

Corporate Caf 

Golf 

New Year's Party 

職員数 日本人：2名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 276 日系企業：210  現地企業：66 

業種別会員数 建設業：7 製造業：42 情報通信業：21 運輸業：11 卸売業：7   

小売業：7 金融・保険業：12 不動産業：5 サービス業：35 その他：129 
 

事業活動 

総会の開催 
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理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：430,000円 支出：430,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

VISAに関する情報共有 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業へのアンケート 

食品業界・レストラン等の情報をWebページから発信 

JETRO・領事館との情報共有 

米国内他商工会議所との情報共有 

セミナー提供 
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Japan Business Association of Southern California 

南カリフォルニア日系企業協会（アメリカ） 
 
住所 1411 West 190th Street, Suite 220, Gardena, California 90248 

TEL 310-515-9522 FAX  

E-mail jba@jba.org URL https://www.jba.org 
 

事務局概要 

会長 三森 雄一（Yuichi Mitsumori） 

所属企業 MUFG Union Bank, N. A. 

専務理事 高橋 祐治（Yuji Takahashi） 

委員会  

部会 商工部会、企画マーケティング部会、教育文化部会、あさひ学園部会、ダ

ウンタウン地域部会、サウスベイ地域部会、オレンジカウンティ地域部会 

職員数 日本人：4名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 441 日系企業：306  現地企業：135 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（カリフォルニア州政府へのコンタクト） 

 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

会員名簿の販売 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

その他（銀行利息） 
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予算規模（円換算） 

収入：44,322,000円 支出：70,824,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

大使館など日本政府機関等との連携 

会員企業からの相談対応 (Visa, Social Security, I-94, Driver License取得) 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

Visa, Social Security, I-94, Driver license取得 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

2020年上期：人が集まって行うイベントの中止、会合の禁止、Webinarでのセミナー、Zoomで

の会合。会費の請求は行わない。 

下期：50人以下のSocial Distancingを取ってのイベント実施検討。会費の請求を行う。 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry of Chicago 

シカゴ日本商工会議所（アメリカ） 
 
住所 8600 W. Bryn Mawr Ave., Suite700N, Chicago, IL 60631 

TEL 312-245-8344 FAX 312-245-8355 

E-mail mitani@jccc-chi.org URL http://www.jccc-chi.org 
 

事務局概要 

会頭 津田 和明（Kazuaki Tsuda） 

所属企業 住友商事 

事務局長 三谷 哲郎（Tetsuro Mitani） 

委員会 商工業委員会、渉外PR委員会 

部会 文化部、運動部、企画部、ネットワーキング部、産業・経済部 

職員数 日本人：4名／ローカル：4名 
 

会員企業 

会員企業数 368 日系企業：337  現地企業：31 

業種別会員数 建設業：5 製造業：185 情報通信業：20 運輸業：35 卸売業：10   

小売業：15 金融・保険業：20 不動産業：5 サービス業：60 その他：13 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 

会員名簿の販売 

 

予算規模（円換算） 

収入：92,600,000円 支出：96,700,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

一部のVisa発給停止に関し、早急の対応への要望 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

Webinarを通じての情報提供と、毎週配信のEmail Newsでの情報配信。 
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Shokookai of Portland 

ポートランド日本人商工会（アメリカ） 
 
住所 10700 SW Beaverton-Hillsdale Hwy. Suite600, Beaverton, Oregon 97005 

TEL 503-644-9579 FAX  

E-mail admini@shokookai.org URL  
 

事務局概要 

会頭 室井 雅昭（Masaaki Muroi） 

所属企業 Tokyo Ohka Kogyo America, Inc. 

事務局長 オブライエン 佳子（Yoshiko O’Brien） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 64 日系企業：60  現地企業：4 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

JETROによるアンケート協力 
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Japan Business Society of Detroit 

デトロイト日本商工会（アメリカ） 
 
住所 42400 Grand River Avenue Suite 202, Novi, MI 48375, USA 

TEL 248-513-6354 FAX  

E-mail jbsdmich@jbsd.org URL https://jbsd.org/ 
 

事務局概要 

会頭 安井 慎一（Yasui Shinichi） 

役職名 会長（President） 

所属企業 トヨタ・モーター・ノース・アメリカ株式会社 

事務局長 植田 庄作（Ueda Shosaku） 

委員会 ・Executive Committee  ・青年委員会 

部会 ・商工部会  ・広報部会 ・文化部会 ・スポーツ部会 

職員数 日本人：3名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 271 日系企業：261  現地企業：10 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：7,300万円 支出：7,000万円 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（オンラインサービスの充実） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

ニュースメールでの情報提供：総領事館発出情報、移民法関連、税務関連、人事関連 
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Japan Business Association of Houston 

ヒューストン日本商工会（アメリカ） 
 
住所 1880 S. Dairy Ashford Rd. Suite 170, Houston, TX 77043, U.S.A 

TEL 281-493-1512 FAX  

E-mail info@jbahouston.org URL http://www.jbahouston.org 
 

事務局概要 

会長 白岩 良浩（Yoshihiro Shiraiwa） 

所属企業 三菱重工業株式会社 

事務局長 小林 浩子（Hiroko Kobayashi） 

委員会 理事委員会 

常任委員会 

広報委員会 

企画・調査委員会 

スポーツ委員会 

教育委員会 

生活・情報委員会 

文化委員会 

部会 鉄鋼部会 （14社） 

物資・化学品部会（13社） 

機械・電子部会（23社） 

運輸・サービス・金融・貿易部会（47社） 

エネルギー部会（18社） 

職員数 日本人：2名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 115 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（日本語書籍の図書館運営、日本語補習校の運営母体、基金を通しての地域貢献など） 
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収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

その他（古本市、ラッフル抽選会、晴れ着写真撮影会など） 

 

予算規模（円換算） 

収入：44,300,300円 支出：43,100,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（会員名簿、会報誌等の電子化） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

第１回＆第２回オンラインCOVID-19勉強会開催 

お子様向けオンラインCOVID-19勉強会「サイエンスであそぼう」開催 

募金活動と寄付、地元の病院で働く医療関係者へのお弁当配達実施 

ヒューストン市長、およびハリス郡長官への表敬訪問 

COVID-19ビジネス応援キャンペーン実施 

会報誌にコロナ特集記事を掲載 

日本語補習校のリモート授業支援 
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The Japanese Chamber of Commerce of Georgia 

ジョージア日本人商工会（アメリカ） 
 
住所 1050 Crown Pointe Parkway Ste 1460, Atlanta, GA 30338 

TEL 404-522-0122 FAX  

E-mail jccg@jccg.org URL http://jccg.org 
 

事務局概要 

会長 菊野 長親（Nagachika Kikuno） 

所属企業 デクセリアルズアメリカ コーポレーション 

事務局長 小島 清顕（Kiyoaki Kojima） 

所属企業・団体 スミス・ガンブレル・ラッセル法律事務所 

（Smith, Gambrell, & Russell, LLP） 

委員会  

部会 情報企画部、活動促進部、運動部、地域交流部、文化生活部、教育部 

職員数 日本人：3名／ローカル：3名 
 

会員企業 

会員企業数 136 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

ビザの優遇措置 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

アンケート作成、セミナー開催など 
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Japanese Business Association of New England 

ニューイングランド日系企業懇話会（アメリカ） 
 
住所 201 Broadway 8th Floor, Cambridge MA 02139 (Mitsubishi Electric Research Laboratories) 

TEL 617-702-6284 FAX  

E-mail info@jbane.org URL http://www.jbane.org 
 
事務局概要 

会長 遅塚 周太郎（Shutaro CHIZUKA） 

所属企業 日本航空 

事務局長 石原 鑑（Akira Ishihara） 

所属企業・団体 Executive Vice President/Chier Financial Officer, Mitsubishi Electric Research 

Laboratories 

委員会 なし 

部会 総務・安全チーム、経済チーム、文化・国際交流チーム、ゴルフチーム 

（計４チーム、担当幹事にて対応） 

職員数 日本人：11名／ローカル：0名 
 
会員企業 

会員企業数 73 日系企業：73  現地企業：0 

業種別会員数 製造業：19 運輸業：6 卸売業：5 金融・保険業：3 その他：40 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 
収入源 

会費 
 
予算規模（円換算） 

収入：1,000,000円 支出：1,000,000円 

 
事業活動における課題・問題点 

その他（COVID-19影響下での会員へのサービス提供） 
 
現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日米両国でのCOVID-19対策による入国・移動制限、自己検疫により日系企業のビジネスに影響

があります。米国大統領令によるビザ発給停止により日系企業のビジネスに影響があります。 
 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

在ボストン日本国総領事館への情報提供、JETRO への情報提供を実施、その際、意向集約のた

め、会員企業へアンケート等を実施しております。 
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Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc. 

ワシントン日本商工会（アメリカ） 
 
住所 1819 L Street, N.W., B2, Washington, DC 20036, U.S.A 

TEL 202-463-3947 FAX 202-463-3948 

E-mail office@jcaw.org URL http://jcaw.org/main/ 
 

事務局概要 

会長 江口 豪（Go Eguchi） 

所属企業 北米三菱商事 

事務局長 平井 玲子（Reiko Hirai） 

委員会 研修、広報渉外、日本語教育、地域協力、企画、 

会員担当 

部会  

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 102 日系企業：82  現地企業：20 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員サービス事業の企画・運営 
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Japananese Traders & Manufacturers Association of Memphis 

メンフィス日本商工懇話会（アメリカ） 
 
住所 7819 North Brother Blvd., Bartlett, TN 38133 USA 

TEL 1-901-377-7777 FAX 1-901-372-1325 

E-mail norio.mitsubayashi@brother.com URL  
 

事務局概要 

会長 三林 憲生（Norio Mitsubayashi） 

所属企業 ブラザーインダストリーズ 

事務局長 大野 勝行（Katsuyuki Ono） 

所属企業・団体 ブラザーインダストリーズ（Brother Industries (U.S.A.), Inc.） 

委員会 ・総会 

・理事会（メンフィス日本語補習校管理委員会を兼ねる） 

部会 ・教育担当 

補習校の校長を務め、補習校の管理・運営を行う。 

・レクリエーション担当 

本会の親睦行事の幹事を担当する。 

職員数 日本人：5名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 12 日系企業：11  現地企業：1 

業種別会員数 製造業：10 運輸業：1 不動産業：1 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：4,000,000円 支出：4,000,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 
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Japanese Bussiness Assosiation of the Rockies 

ロッキーマウンテン日系企業会（アメリカ） 
 
住所 PO Box 270411 Louisville COLORADO 80027 U.S.A. 

TEL  FAX  

E-mail jbar-admin@jbarockies.org URL https://www.jbarockies.org/about/ 
 

事務局概要 

会長 加藤 啓太（Keita Kato） 

所属企業 リコーUSA 

事務局長 依田 信久 

委員会  

部会  

職員数 日本人：名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 28 日系企業：18  現地企業：9 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等）     

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施（未定） 

 

収入源 

会費 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：200円 支出：300円 

 

事業活動における課題・問題点 

財源不足 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業へのアンケート(総領事館及びJETROからの依頼) 
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Camara Japonesa de Comercio e Industria de Mexico, A.C. 

メキシコ日本商工会議所（メキシコ） 
 
住所 Calle Fujiyama No. 144, Col. Las Aguilas, 01710 Ciudad de Mexico, Mexico 

TEL 55-5593-2020 FAX  

E-mail camjapon@japon.org.mx URL http://www.japon.org.mx/ 
 

事務局概要 

会長 野瀬 道広（Michihiro Nose） 

所属企業 メキシコ三井物産（Mitsui de Mexico） 

事務局長 河野 隆（Takashi Kawano） 

委員会 ビジネス環境整備委員会  

治安問題委員会  

知財・基準認証委員会  

税務・通関委員会  

社会インフラ委員会  

自動車関連物流インフラ委員会  

労務委員会  

観光連絡会  

経済調査委員会  

税制調査委員会  

広報出版委員会  

文化委員会  

地域交流委員会  

渉外委員会  

国際交渉戦略委員会  

EXPO JAPON実行委員会  

通商問題連絡会・勉強会  

イノベーション・スタートアップ勉強会 

部会 自動車部会 

職員数 日本人：8名／ローカル：3名 
 

会員企業 

会員企業数 533 日系企業： 現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

貴地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 
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ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

貴地経済団体等との交流 

貴地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 

会員名簿の販売 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：106百万 支出：125百万 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

メール、HP を通じた定期的情報提供、医療情報・政府対応・各企業の取り組みについてウェビ

ナーやパネルディスカッション実施、政府への税制優遇等についての要望 
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Camara Japonesa de Comercio e Industria en la Argentina 

在亜日本商工会議所（アルゼンチン） 
 
住所 Hipolito Yrigoyen 1530, 3°piso, (1089) Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ARGENTINA 

TEL 54-11-4382-2027 FAX  

E-mail akaigisho@fibertel.com.ar URL http://www.camarajaponesa.com.ar/ 
 

事務局概要 

会頭 山口 尚（Hisashi YAMAGUCHI） 

所属企業 アルゼンチン三井物産株式会社 

事務局長 上野 至（Itaru UENO） 

委員会 総務セクター（安全対策委員会）､政治･経済･投資環境セクター､日亜経済

委員会セクター､広報セクター（広報委員会）､会員親睦セクター､コミュニ

ティー対応セクター、日亜ビジネス環境整備委員会・貿易投資委員会セク

ター 

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 80 日系企業：74  現地企業：6 

業種別会員数 建設業：1 製造業：25 情報通信業： 運輸業：1 卸売業：16   

小売業：2 金融・保険業：4 不動産業：2 サービス業：27 その他：2 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

昨年‐今年のインフレ及び今後の予想（年間40％強）に連動して修正。前年度並みの予定なれど 

大幅な為替変動のため円では不明。 
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事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業の対応策アンケート。緊急政令、省令などの翻訳及び会員への配信。大使館、JETRO作

成の政経、社会情勢データを逐次配信して共有。 

3月20日からの強制隔離政令等の継続により現在も事務局閉鎖中。テレワーク及び全てインタ

ーネット経由での活動中。 
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Camara Colombo Japonesa de Comercio e Industria 

コロンビア日本商工会議所（コロンビア） 
 
住所 Calle 72 # 7-82, Torre B, Piso 7 

TEL 5712100383 FAX  

E-mail director@camaracolombojaponesa.org URL https://www.camaracolombojaponesa.org/ 
 

事務局概要 

Executive Director Oscar Romero 

Administrative and Accountant 

Assistant 

Alejandra Arango 

委員会 1. Board of Directors 

2. Administrative, Financial and Investment Committee 

3. International and Commercial Committee 

4. Economic Partnership Agreement Committee 

部会  

職員数 日本人：0名／ローカル：6名 
 

会員企業 

会員企業数 56 日系企業：26  現地企業：30 

業種別会員数 製造業：5 情報通信業：2 運輸業：2 卸売業：4 小売業：14  

金融・保険業：6 サービス業：15 その他：8 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：COP286 (JPY7.8) MILLION円 支出：COP238 (JPY6.7) MILLION円 
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事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

To have a better support to approach Japanese Companies in Japan interested in the Colombian Market. 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

To support business initiatives of company members to face COVID-19. 

To ask for financial support to Colombian Government to help company members affected by COVID-

19. 

To provide continuous information to our members about COVID-19 activities developed 
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Japanese Chilean Chamber of Commerce and Industry 

日智商工会議所（チリ） 
 
住所 Alcantara 772, Las Condes, Santiago, Chile 

TEL 56-2-2373-8841 FAX  

E-mail kono@camarachilejapon.cl URL http://www.camarachilejapon.cl 
 

事務局概要 

会頭 早川 泰蔵（Taizo Hayakawa） 

所属企業 チリ住友商事 

事務局長 小野 耕一（Koichi Ono） 

委員会 ビジネス環境整備委員会 

月例会・特別講演会運営委員会 

広報委員会 

安全対策委員会 

渉外委員会 

スポーツ委員会 

年末親睦会実行委員会 

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：2名 
 

会員企業 

会員企業数 76 日系企業：67  現地企業：9 

業種別会員数 建設業：1 製造業：2 情報通信業：1 運輸業：5 卸売業：20   

小売業：4 金融・保険業：6 不動産業：1 サービス業：3 その他：33 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

会報、ホームページ等の広告収入 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 
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予算規模（円換算） 

収入：23,110,000円 支出：25,510,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業へのアンケート実施 

コロナウイルス対策に関する情報提供 

一時退避チャーター便希望有無アンケート実施 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in Paraguay 

在パラグアイ日本商工会議所（パラグアイ） 
 
住所 Caaguazu 1759 c/ Avda. Medicos del Chaco - Asuncion 

TEL 595-21-328-7400 FAX  

E-mail secretaria@camarajaponesa.com.py URL https://www.camarajaponesa.com.py/ 
 

事務局概要 

会頭 田中クリスティーナ（Cristina Matsumiya de Tanaka） 

所属企業 ラ・ルラール保険（株） 

事務局員 中山ハスミン（Jazmin Nakayama） 

委員会 委員会ではなく、チームとして以下を設置しております。 

・農牧チーム 

・商工チーム 

・サービスチーム 

部会 ・執行部 

・イベント部 

・情報発信部 

職員数 日本人：0名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 49 日系企業：7  現地企業：42 

業種別会員数 建設業：4 製造業：4 情報通信業：1 運輸業： 卸売業：8   

金融・保険業：3 不動産業： サービス業：19 その他：10 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 
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予算規模（円換算） 

収入：2,972,760円 支出：2,274,286円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・グループチャットでの情報提供 

・会員企業へのアンケート 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in Brazil 

ブラジル日本商工会議所（ブラジル） 
 
住所 Av. Paulista, 475, 13 Andar, Sao Paulo-SP Brazil CEP 01311-908 

TEL 551-11-3178-6233 FAX 55-11-3284-0932 

E-mail secretaria@camaradojapao.org.br URL http://jp.camaradojapao.org.br 
 

事務局概要 

会頭 村田 俊典（Toshifumi Murata） 

所属企業 双日株式会社／双日ブラジル会社 

事務局長 平田 藤義（Fujiyoshi Hirata） 

委員会 総務、企画戦略、財務、渉外広報、環境、異業種交流、企業経営・地場企

業推進、日伯法律、相互啓発、日伯経済交流促進、日伯交流、イノベーシ

ョン・中小企業 

部会 運輸サービス、化学品、機械金属、自動車、金融、コンサルタント、食品、

貿易、生活産業（建設不動産／繊維）、電機・情報通信 

職員数 日本人：2名／ローカル：5名 
 

会員企業 

会員企業数 337 日系企業：207  現地企業：130 

業種別会員数 機械金属部会：50（進出企業44）、自動車部会：32（同29）、 

化学品部会：29（同28）、電機・情報通信部会：28（同25）、 

食品部会：15（同10）、貿易部会：38（同32）、 

運輸サービス部会：40（同16）、金融部会：19（同10）、 

生活産業部会：15（同8）、コンサルタント部会：71（同5） 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 
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有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：70,191,172円 支出：69,777,561円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

１）新型コロナウイルス感染対策に十分な歯止めが掛ってないが、日本に一時的に避難した駐在

員が伯国に戻れない障害要因の除去 

２）累計感染者数、死亡数とも米国に次いで2番目。世界のマスコミによるイメージダウン払拭

には、当局は感染者数に対する死亡率や人口10万人当たりに換算した国際比較情報も追加

提示すべき 

３）コロナワクチンの早期開発と国際協力のより一層の推進 

４）抜本的な税制および構造改革の断行 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

１）1月31日：サンパウロ総領事館の「新型コロナウイルスに関する注意喚起」を逐次会員に

告知（7月27日現在まで延44回） 

２）3月2日：ブラジルに本格感染が始まる前に外国商工会議所（ドイツ）と感染拡大予測およ

びSDGｓについて意見交換（HPアップ） 

３）3月11日：会員企業の感染発生連絡を通じ警鐘開始（HPアップ） 

４）3月11日：WHOのパンデミック宣言に呼応、日系メディアの協力下で期間限定で感染速報

無償提供を会員へ告知（事務局便り） 

５）3月17日：ウイルス感染専門家から感染予測や予防対策および病院施設収容能力について

意見交換（HPアップ） 

６）3月17日/19日：日系２大病院提供の新型コロナウイルス情報の告知（HPアップ） 

７）3月17日：保健省の新型コロナウイルスに関するQ&Aを会員へ告知（HPアップ） 

８）3月19日：新型コロナウイルスに関する会員向けアンケート調査（その１）結果速報を告

知（HPアップ） 

９）3月24日：新型コロナウィルス対策に関連する各種法律・政令（要点のみ日本語訳）の告

知（HPアップ） 

10）3月30日：サンパウロ総領事館のブラジルに滞在する邦人実態把握調査について会員向け

アンケート（その１） 

11）4月2日：新型コロナウイルスに関する会員向けアンケート調査（その２）結果速報を告知

（HPアップ） 

12）4 月 9 日以降：ポルトガル語環境下でブラジルの緊急特別暫定措置法や各種法律に関する

セミナーをYouTube録画アップ会員向けに案内。 

（会員視聴者数延2000人以上、プレゼンシャル時の4倍強の参加者。HPアップ） 

66



 

13）5 月 27 日以降：日本語環境下で JETRO の中南米諸国におけるコロナ対応状況の報告会に

会議所と総領事館が協力してセミナー開催 

第1回5月27日（原則毎週水曜日）～第10回７月29日～今後も継続（HPアップ） 

14）5月28日：サンパウロ総領事館のブラジルに滞在する邦人実態把握調査について会員向け

アンケート（その2） 

15）ポル語および日本語環境下でコンサルタント部会員企業による労働法、税制改正、医療衛

生、医療技術活用等のWebセミナー開催（HPアップ） 

16）会員企業のSDGｓ状況の収集（HPアップ） 
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Rio de Janeiro Chamber of Commerce and Industry 

リオデジャネイロ日本商工会議所（ブラジル） 
 
住所 Av.Frankilin Roosevelt, 39, Sala 919, Castelo, Rio de Janeiro-RJ, Brasil CEP:20021-120 

TEL 55-21-2524-7361 FAX  

E-mail secretaria@ccijr.org.br URL http://www.ccijr.org.br/ 
 
事務局概要 

会頭 旭 俊哉（Toshiya Asahi） 

所属企業 ブラジル三井物産(株) 

事務局長 青木 宏（Hiroshi Aoki） 

委員会 1．渉外企画委員会 

2．教育委員会 

3．安全対策委員会 

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：1名 
 
会員企業 

会員企業数 28 日系企業：19  現地企業：9 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 
 
収入源 

会費 

その他（親睦スポーツ大会） 
 
予算規模（円換算） 

収入：約485万円 支出：約484万円 

 
事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 
 
新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

●月例の昼食会・講演や親睦旅行会の中止、定期理事会をビデオ会議にて実施する等 3 密（密

閉、密集、密接）を避け、感染予防対策している。 

●在リオデジャネイロ総領事館からの新型コロナウイルス感染症関連情報（ブラジル当局によ

る諸規制、感染状況、リオ市の社会的隔離緩和段階詳細等）を会員に連絡するほか、当会議所

ホームページに掲載して３密（密閉、密集、密接）を避け、こまめな手洗い、マスク着用など

感染予防に努めよう注意している。 
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Camara de Comercio e Industria japonesa do Rio Grande do SUL 

南伯日本商工会議所（ブラジル） 
 
住所 Av. Cristovao Colombo,2427/304 

TEL 055-51-3325-6816 FAX 055-51-3337-6823 

E-mail wada@sawayaka.com.br URL  
 

事務局概要 

会頭 和田 好司（YOSHIJI WADA） 

所属企業 さわやか商会 

事務局長 和田 好司（YOSHIJI WADA）（会長兼務） 

委員会 なし 

部会 なし 

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 11 日系企業：4  現地企業：7 

業種別会員数 製造業：5 卸売業：2 金融・保険業：1 サービス業：3 
 

事業活動 

総会の開催 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：0（会費徴収なし）円 支出：30.000,00(会頭個人負担）円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

その他（会頭企業、会頭候補企業の撤退により会頭職不在状態で年末の総会で会頭成り手がいな

い場合は、会議所閉鎖の可能性もある。） 
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Camara de Comercio e Industia Nipo-Brasileira do Amazonas 

アマゾナス日系商工会議所（ブラジル） 
 
住所 Rua Teresina 95, Sala C-01, Adrianopolis, Manaus, Amazonas, Brasil 

TEL 55-92-3233-3346 FAX  

E-mail camaraam@uol.com.br URL http://www.camaraam.com.br/ 
 

事務局概要 

会頭 本田 貴弘（TAKAHIRO HONDA） 

所属企業 （有）モトホンダ ダ アマゾニア 

事務局長 中下 英明（HIDEAKI NAKASHITA） 

委員会 渉外、税務、環境、労務、商業、広報企画 

部会 工業、商業 

職員数 日本人：1名／ローカル：2名 
 

会員企業 

会員企業数 55 日系企業：36  現地企業：13 

業種別会員数 建設業：2 製造業：29 運輸業：3 卸売業：2 小売業：3 金融・保険業：4 

サービス業：6 その他：6 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（現地日系団体とのイベントの共催） 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：新型コロナウィルスの影響により運営費

減免措置のうえ、ローリング中 

支出：新型コロナウィルスの影響により運営費

減免措置のうえ、ローリング中 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 
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新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・WEB上での総会報告 

・当地感染拡大による50日間の商工会議所閉鎖 

・会員社負担軽減のための運営費全額減免措置 

・WEB活用での定例会議 

・会合、イベントの中止 
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Seoul Japan Club 

ソウルジャパンクラブ（韓国） 
 
住所 ソウル特別市 鍾路区 清渓川路 41 永豊ビル 12階 内 

TEL 02-739-6962 FAX 02-739-6961 

E-mail sjchp@sjchp.co.kr URL http://www.sjchp.co.kr/ 
 

事務局概要 

理事長 藤吉 優行（Fujiyoshi Yuko） 

所属企業 韓国三菱商事(株)  

常務理事 橋爪 孝徳（Hashizume Takanori） 

所属企業・団体 日本商工会議所 

（The Japan Chamber Of Commerce & Industry Seoul Office） 

委員会 選挙管理委員会/商工会企画委員会/産業政策委員会/経営委員会/税務委

員労働委員会/知的財産委員会/商社委員会/金融委員会/運輸サ－ビス委

員会/電子委員会/電機委員会/機電委員会/化学委員会/生活関連委員会

会/ 

部会 総務部/財務部/渉外広報部 

職員数 日本人：名／ローカル：4名 
 

会員企業 

会員企業数 379 日系企業：352  現地企業：320 

業種別会員数 建設業：5 製造業：195 情報通信業：2 運輸業：16 卸売業：40   

小売業：35 金融・保険業：14 不動産業：5 サービス業：39 その他：1 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他 

 

収入源 

会費 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 
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会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：256,073,066円 支出：164,639,286円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

政府へ建議では、労働、税務、金融、知的財産、産業、保健・衛生、個別（新規13件、継続15

件）を取り上げております。この中で特に重要な課題は以下の8件です。案件の合計28項目 

１．地方都市での就職環境改善施策の実施【新規】（労働） 

２．課税官庁による公正かつ透明性の高い税務・関税調査実務および日韓課税官庁の協力関係の

維持【継続】（税務） 

３．特許出願に対する拒絶理由通知の応答期間・拒絶決定に対する不服申し立て期間の長期化

【継続】（知的財産） 

４．研究用サンプルのMSDS登録および営業秘密審査の除外【新規】（産業） 

５．産業安全保健法上でのMSDSの提出義務の削除【新規】（産業）  

６．登録済み化学物質に関する代理人の変更【新規】（産業）  

７．化学物質確認番号による流通過程追跡・管理の廃止【継続】（産業）  

８．治療位置が同一である後発医薬品へのリスク分担制(RSA)の適用拡大【継続】（保健・衛生）  

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

下記の内容でアンケート実施 

1．回答企業の概要-(1)所属団体 

1．回答企業の概要-(2)業種別 

1．回答企業の概要-(3)韓国に製造拠点の有無 

2．駐在員について-(1)駐在員総数,(2)ビザ取得状況 

2．駐在員について-(2)ビザ取得状況 

2．駐在員について-(3)韓国拠点復帰 

2．駐在員について-(4)新規赴任（交代での赴任含む） 

3．駐在員の帯同家族について-(1)帯同家族総数,(2)ビザ取得状況 

3．駐在員の帯同家族について-(3)韓国への復帰 

4．日本からの出張者について-(1)ビザ取得状況 
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The Japanese Chamber of Commerce and Industry in China 

中国日本商会（中国） 
 
住所 北京市朝陽区建国門外大街甲26号 長富宮弁公楼2007室 

TEL +86 10 6513 0829、0839 FAX +86 10 6513 9859 

E-mail cjcci@postbj.net URL http://cjcci.org 
 

事務局概要 

会長 小川 良典（OGAWA Yoshinori） 

所属企業 丸紅株式会社（Marubeni Corporation） 

事務局長 渡辺 泰一（Watanabe Taiichi） 

所属企業・団体 日本商工会議所（The Japan Chamber of Commerce and Industry） 

委員会 企画、調査、事業、渉外、社会貢献、広報 

部会 商社、工業、金融、運輸サービス、団体、三資企業 

職員数 日本人：2名／ローカル：3名 
 

会員企業 

会員企業数 604 日系企業：587  現地企業：0 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他(社会貢献活動) 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：115,000,000円 支出：115,000,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

財源不足 
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会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

大使館など日本政府機関等との連携 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日系企業にとっての中国ビジネス環境の予見性向上への期待 

対外開放 

行政の規制運用・手続き 

公平な競争 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

日中両国の政府への要望 

会員企業へのアンケート 

メールマガジンでの情報提供 

中国医療機関等へのマスクの寄贈 

日本の行政機関への医療用ガウン寄贈 
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Shanghai Japanese Commerce & Industry Club 

上海日本商工クラブ（中国） 
 
住所 中国上海市延安西路2201号上海国際貿易中心大廈2702室 

TEL 86-21-6275-2001 FAX  

E-mail admin@jpcic-sh.org URL https://www.jpcic-sh.org/ 
 

事務局概要 

理事長 石原 至（Itaru Ishihara） 

所属企業 みずほ銀行 

事務局長 中村 仁（Hitoshi Nakamura） 

所属企業・団体 東京商工会議所 

（The Tokyo Chamber of Commerce and Industry） 

委員会 総務、財務、事業環境、視察研修、社会貢献、渉外、学校支援、運動、文

化交流、広報 

部会 農水食品、繊維・紙パルプ、資源・化学品、建設・建材、金属・機械、電

機、電子、商社・流通、金融・保険、運輸・通信、サービス、社会事業 

職員数 日本人：3名／ローカル：5名 
 

会員企業 

会員企業数 法人会員：2262 

個人会員：120名 

日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（上海日本人学校および上海日本語補習クラブへの支援、社会貢献活動） 

 

収入源 

会費 

その他（メールでの企業チラシ配信サービス） 
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予算規模（円換算） 

収入：152,000,000円 支出：151,000,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

上海市政府との円卓会議への参加、メールマガジンの発行、会員企業向けアンケートの実施、新

型コロナウイルス対応ウェブセミナーの実施、会員共助マスク支援、上海への日本人の渡航に関

する支援の要望 
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Japanese Chamber of Commerce & Industry, Dalian 

大連日本商工会（中国） 
 
住所 大連市西崗区中山路147号森茂大厦1F 

TEL 0411-8369-5639 FAX  

E-mail shoko@jcci-dalian.org URL http://www.jcci-dalian.org 
 
事務局概要 

会長 髙木 純（TAKAGI JUN） 

所属企業 LIXIL 通世泰建材（大連）有限公司 

事務局長 野呂瀬 元太（Norose Genta） 

所属企業・団体 MUFGバンク（中国）有限公司大連支店 

（MUFG Bank (China), Ltd. Dalian Branch） 

委員会 運営委員会、調査企画委員会、親睦交流委員会、学校理事会 

部会 市内分会、金普新区分会 

職員数 日本人：1名／ローカル：2名 
 
会員企業 

会員企業数 740 日系企業：716  現地企業：21 

業種別会員数 建設業：19 製造業：347 情報通信業：68 運輸業：34 卸売業：104   

金融・保険業：16 不動産業：10 サービス業：97 その他：34 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 
収入源 

会費 
 
予算規模（円換算） 

収入：20,180,000円 支出：26,000,000円 

 
事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 
 
新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

メールマガジンの配信、市政府への対応策の要望提出、市政府各部署との懇談など 
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The Hong Kong Japanese Chamber of Commerce & Industry 

香港日本人商工会議所（香港） 
 
住所 Unit 902, 9/F., Tower 535, 535 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong 

TEL 852-2577-6129 FAX 852-2577-0525 

E-mail jpcham@hkjcci.com.hk URL https://www.hkjcci-new.com/ 
 

事務局概要 

会頭 吉村 徳一郎（Tokuichiro YOSHIMURA） 

所属企業 伊藤忠商事(香港)有限公司 

事務局長 柳生 政一（Masakazu YAGYU） 

委員会 総務、渉外、財務、業務、中小企業 

部会 繊維、化学品、建設重機、精密機械、電器電子 ICT、電子部品、農林水産

食品、ライフ・コミュニケーション、金融、運輸保険、観光サービス、小

売流通、中小企業 

職員数 日本人：3名／ローカル：2名 
 

会員企業 

会員企業数 608 日系企業：519  現地企業：89 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業： 

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

その他（最新情報提供（抗議活動、新型コロナウイルス、国家安全法）、アンケート実施（ビジ

ネス環境調査）） 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会員名簿の販売 

 

予算規模（円換算） 

収入：69,720千円 支出：691,604千円 
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事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

当地総領事館とは、緊密に連絡が取れている。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

１．当地政府及び総領事館への要望。 

２．会員企業へのアンケート実施及び説明会。 

３．当地政府及び総領事館より届く最新情報提供。 
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The Japanese Chamber of Commerce & Industry Taipei 

台北市日本工商会（台湾） 
 
住所 台湾 台北市中正区襄陽路9號富邦城中大樓7樓 

TEL 223610052 FAX 223820062 

E-mail koushoukai@japan.org.tw URL http://www.japan.org.tw/newsite/2010/koushoukai/ 
 

事務局概要 

理事長 大恵 修司（Shuji Oe） 

所属企業 台湾伊藤忠股份有限公司 

総幹事 前田 吉徳（Maeda Yoshinori） 

委員会 総務委員会 

催事委員会 

会報委員会 

商務広報委員会 

基金運営委員会 

知的財産委員会 

部会 繊維部会 

医薬品医療機器部会 

化学品部会 

一般機械部会 

自動車部会 

電機電子部会 

情報通信部会 

金属部会 

食料物資部会 

運輸観光部会 

建設部会 

金融財務部会 

商社部会 

流通部会 

合弁会社部会 

サービス部会 

エネルギー部会 

職員数 日本人：2名／ローカル：6名 
 

会員企業 

会員企業数 490 日系企業：490  現地企業：0 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 
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委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：85百万円 支出：85百万円 

 

事業活動における課題・問題点 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 
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The Japanese Association of Commerce and Industry in Kolkata 

コルカタ日本商工会（インド） 
 

住所 
Infinity Benchmark Building,14F #1403, Block EP&GP, Sector V, Saltlake City, Kolkata 700 

091 WB 

TEL 33-4043-7801 FAX  

E-mail sakais@steelplantech.co.jp URL  
 

事務局概要 

会頭 坂井 伸一郎（Shinichiro SAKAI） 

所属企業 スチールプランテックインディア 

事務局長 坂井 伸一郎（Shinichiro SAKAI） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 16 日系企業：16  現地企業：0 

業種別会員数 製造業：7 情報通信業：1 卸売業：5 金融・保険業：1 その他：2 
 

事業活動 

総会の開催 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：0円 支出：100,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業アンケート、情報提供 
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Japanese Business Association of Cambodia 

カンボジア日本人商工会（カンボジア） 
 
住所 Level 6, Vattanac Capital,  Lifestyle Cube, Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 

TEL 855-23-966-251 FAX  

E-mail jimukyoku@jbac.info URL https://jbac.info/ 
 

事務局概要 

会長 神田 陽悟（Yogo Kanda） 

所属企業 三菱商事 

事務局長 宮尾 正浩（Masahiro Miyao） 

所属企業・団体 日本貿易振興機構(ジェトロ） 

（JETRO Phnom Penh） 

委員会 １．総務委員会、２．関税物流委員会、３．投資委員会、4．労務委員会、

５．税制委員会、６．文化スポーツ委員会、７．渉外 

部会 １．製造業部会、２．商業部会、３．サービス部会、４．建設不動産部会、

５．運輸部会、６．貿易部会、７．金融保険部会 

職員数 日本人：2名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 270 日系企業：270  現地企業：0 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：おおよそ 1,870万円 支出：おおよそ 1,870万円 
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事業活動における課題・問題点 

財源不足 

会員企業からの相談対応 (政府関係機関からの不条理な指摘・賄賂要求・非正規費用の支払い要

求等) 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 

その他(政府の方針変更による組織登記の空白と銀行口座開設・サイナー等の変更が出来ないこ

と) 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

１．カンボジア政府の不条理・合理性のない法令・規程・通達および、法令等に拠らないおかし

な運用 

２．不条理かつ苛烈な税務調査と追徴課税（５年たっても累積赤字企業が多い） 

３．行政手続きの各場面での非正規費用、賄賂等の要求、応じない場合の嫌がらせ・遅延等 

４．電力の不安定・高価格帯、等 

既に「官民合同会議」という協議、解決に向けたメカニズムはあるものの、権限が弱い省庁が担

当のため遅々として改善されない、進展がないことも。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

１．会員企業への駐在員、日本人スタッフ、帯同家族等の日本一時退避アンケート（３月末～４

月当初） 

２．会員企業へのコロナの影響アンケート（４月末～５月当初） 

３．大使館/JICAへの日系企業動向・課題などの説明(5/15） 

４．カンボジア政府への日系企業動向・課題などの説明（６月下旬～７月上旬） 

５．日系企業駐在員、専門家、帯同家族等への入国規制の緩和要請（６月末～７月上旬） 

６．運休中のANA直行便の早期再開の嘆願書・働きかけ・署名活動（６月上旬～７月末） 

７．総会、部会等の開催に対する安全対策の検討と全会員 
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Japanese Chamber of Commerce & Industry, Singapore 

シンガポール日本商工会議所（シンガポール） 
 
住所 10 Shenton Way, #12-04/05 MAS Building, Singapore 079117 

TEL 65-6221-0541 FAX  

E-mail info@jcci.org.sg URL http://www.jcci.org.sg 
 
事務局概要 

会頭 石垣 吉彦（Yoshihiko Ishigaki） 

所属企業 SOMPOシンガポール 

事務局長 清水 僚介（Ryosuke Shimizu） 

所属企業・団体 大阪商工会議所（Osaka Chamber of Commerce & Industry） 

委員会 企画・組織強化委員会 

経済法制委員会 

広報委員会 

会員サービス委員会 

賃金調査委員会 

部会 第一工業部会 

第二工業部会 

第三工業部会 

貿易・運輸部会  

金融･保険部会  

建設・不動産部会  

法人サービス・IT部会 

生活産業部会 

職員数 日本人：4名／ローカル：4名 
 
会員企業 

会員企業数 821 日系企業：738  現地企業：0 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

86



 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：115,000,000円 支出：115,000,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

財源不足 

会員サービス事業の企画・運営 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

シンガポールとの短期ビジネス渡航の開始 

日本国内のCovid19感染抑制 

PCR検査体制の強化 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

メールによる情報提供 

会員企業へのアンケート 

Covid19のための相談窓口の設置 

要望活動 

飲食関連会員リストの作成・配布 

オンラインセミナーの実施 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in Sri Lanka 

スリランカ日本商工会（スリランカ） 
 
住所 Level 12A, Parkland Building, No.33, Park Street, Colombo 2, Sri Lanka 

TEL 94-11-232-3354 FAX 94-11-2541221 

E-mail cec@jetro.go.jp URL  
 

事務局概要 

会頭 堀川 祐毅（Yuki HORIKAWA） 

所属企業 大成建設（TAISEI CORPORATION） 

事務局長 糸長 真知（Masatomo ITONAGA） 

所属企業・団体 日本貿易振興機構（ジェトロ） 

委員会 常設の委員会はない 

部会 (1) 建設部会 

(2) 製造部会 

(3) 商社・サービス部会 

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 78 日系企業：78 現地企業：0 

業種別会員数 建設業：22 製造業：19 運輸業：2 金融・保険業：2 サービス業：29 

その他：4 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

貴地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：約200万円 支出：約200万円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

大使館など日本政府機関等との連携 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

・税金還付の実行 

・輸出加工区のインフラ整備、電力・水の安定供給 

・レジデンスビザ延長に係る手続き簡素化 

・政府関連手続きのマニュアル化（一律化） 

・制度変更に係る外資企業への事前通知の徹底 

・各種輸入規制の早期緩和 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・各部会にて、コロナ影響下における企業操業状況の確認アンケート。 

・製造部会にて、外出禁止令下における外出許可取得方法に係る情報共有。 

・商工会全体にて、コロナによる入国禁止下における入国特別許可取得方法に係る情報共有。 

・製造部会にて、現地投資促進局経由で関係省庁・政府に対して隔離検疫措置期間の緩和要請申

し入れ。 

・商社・サービス部会にて、信用状発行停止措置による自動車・自動二輪・発電機等の輸入が滞

っていることに係る、日本大使館経由にて改善申し入れ。 
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Japanese Chamber of Commerce, Bangkok 

盤谷日本人商工会議所（タイ） 
 

住所 
19th Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Kwang Lumpini, Khet 

Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

TEL 66-2-250-0700 FAX 66-2-250-0705 

E-mail contact@jcc.or.th URL https://www.jcc.or.th/ 
 

事務局概要 

会頭 荻原 勝一（Shoichi Ogiwara） 

所属企業 泰国三菱商事会社 

事務局長 坂本 直樹（Naoki Sakamoto） 

所属企業・団体 大阪商工会議所（The Osaka Chamber of Commerce and Industry） 

委員会 渉外広報、日本語補習授業校、泰日工業大学、泰日協会学校運営支援、総

務、社会貢献、労務、編集、環境、人材開発、投資基盤整備、中小企業支

援、関税、IBC、税制、法制、GMS、EDC、FDC、組織強化、安全対策、経

済調査会 

部会 金属、機械、繊維、農水産食品、金融保険、運輸、 生活産業、自動車、観

光広報産業、建設、化学品、電気、情報通信、流通小売、商社 

職員数 日本人：7名／ローカル：7名 
 

会員企業 

会員企業数 1728 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業：94 製造業：756 運輸業：92 小売業：40 金融・保険業：72 

その他：210 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（会員企業向けの個別相談（税務）） 
 
収入源 

会費 

出版物等の販売 

会員名簿の販売 
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予算規模（円換算） 

収入：2憶4,600万円 支出：2憶4,400万円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員企業からの相談対応 (新型コロナウイルスにより、日本に一時帰国中、または新規赴任予定

の企業関係者が入国ができないことによる現地政府の入国規制政策の動向に関する問合せ) 

その他（関税、税務） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

●２月、本所ホームページ内に「新型肺炎に関する情報」ページを開設。新型コロナウイルスに

関連する本所からの情報提供や日本大使館、現地保健省から提供される情報を掲載。 

●会員企業向けアンケート等の結果を踏まえ、６月に「COVID-19 に関する経済対策についての

在タイ日系企業要望リスト」を取りまとめ、副首相はじめ閣僚や政府要人などを訪問し建議。 

●アンケートの実施 

２月：「新型肺炎影響調査」「新型肺炎に対する在タイ日系企業の海外出張制限状況アンケート」

を実施（対象：本所理事企業） 

３月：JETROとの共同調査「新型肺炎に関する緊急アンケート」を実施（対象：本所会員企業） 

５月：「日本人のタイ入国に関する緊急アンケート」を実施（対象：本所会員企業） 

●入国規制に関連する情報を会員企業に対してメール配信（現地政府発表時） 
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The Japanese Association of Commerce and Industry in Islamabad 

イスラマバード日本商工会（パキスタン） 
 
住所 Office #7, Ground Floor, ISE Towers, Jinnah Avenue, Islamabad, Pakistan 

TEL +92-51-289-4021 FAX FAX +92-51-289-4026 

E-mail kuwano@nec-isb.com.pk URL http://www.nec.com 
 

事務局概要 

会長 桑野 竜一（Ryuichi Kuwano） 

所属企業 NEC 

事務局長  

委員会  

部会  

職員数 日本人：11名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 11 日系企業：11  現地企業： 

業種別会員数 建設業：2 製造業：2 情報通信業：3 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他(隔月で日本大使館との情報交換会を実施) 

 

収入源 

会費 

その他(総会等参加費用他) 

 

予算規模（円換算） 

収入：20円 支出：15円 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

本年 4 月にイスラマバード日本人会と共同で、帰国を望む在留邦人の為に日本帰国チャーター

便を手配した。 
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The Japanese Association of Commerce and Industry in Karachi 

カラチ日本商工会（パキスタン） 
 
住所  

TEL +92-333-2689002 FAX  

E-mail mizue.seiichi@sojitz.com URL  
 

事務局概要 

会長 水江 誠一（Seiichi Mizue） 

所属企業 双日(株)  

副会長 藤井 淳（Atsushi Fujii） 

所属企業・団体 三菱商事(株)  

委員会  

部会  

職員数 日本人：4名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 25 日系企業：25  現地企業：0 

業種別会員数 建設業：1社 製造業：12社 運輸業：1社 卸売業：9社 金融・保険業：1社 

サービス業：1社 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

その他（月一回の例会開催、総領事館、JICA、JETRO、会員各社間の情報共有） 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：700,000円 支出：700,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員企業からの相談対応（技術料、配当等の送金が困難な事に対する、中央銀行、政府への改善

働掛け） 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

外貨不足、マネーロンダリング防止の意向も有り、海外への送金が困難である事が大きな問題、

外資企業の健全な運営の為に、正当な外貨送金については敏速に実行出来る体制作りへ、働き掛

けを頂ければ有難いです。 
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新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

3月下旬より国際便の運航が停止され、大使館、総領事館、イスラマ商工会と共同で、4月に日

本へ帰国するチャーター便の手配をさせて頂きました。その後、各社の退避、帰任情報のアンケ

ート実施、共有を行っています。 
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Japanese Commerce & Industry Association in Dhaka 

ダッカ日本商工会（バングラデシュ） 
 
住所 I-K Tower 3rd Floor, Plot No.CEN(A)-2, North Avenue, Gulshan-2, Dhaka-1212 

TEL 880-2-984-8252 FAX 880-2-984-8224 

E-mail bad@jetro.go.jp URL www.jciad.com 
 

事務局概要 

会頭 高橋 一郎（Mr. Ichiro Takahashi） 

所属企業 住友商事株式会社 

事務局長 安藤 裕二（Mr. Yuji Ando） 

所属企業・団体 日本貿易振興機構 

委員会 社会貢献活動委員会、投資阻害要因対策委員会 

部会 プロジェクト部会、繊維部会、製造・輸出部会、内販・サービス部会 

職員数 日本人：1名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 107 日系企業：107  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

メールマガジンの発信 

その他(会員対象の海外ミッションの実施)                             

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：350円 支出：350円 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業への定例アンケート調査（月一回程度、計4回実施済）資金繰り調査（５月実施） 
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The Japanese Chamber of Commerce and Industry of the Philippines, Inc. 

フィリピン日本人商工会議所（フィリピン） 
 

住所 
22nd Floor, Trident Tower, 312 Sen Gil Puyat Avenue, Salcedo Village, Makati City, Metro 

Manila, Philippines 

TEL 632-8816-6877 FAX 632-8815-0317 

E-mail jccipi@jccipi.com.ph URL https://www.jccipi.com.ph/ 
 

事務局概要 

会頭 松永 啓一（Keiichi Matsunaga） 

所属企業 三菱商事マニラ支店 

事務局長 杉浦 宏（Hiroshi Sugiura） 

所属企業・団体 日本商工会議所 

（The Japan Chamber of Commerce and Industry） 

委員会 (1) 産業政策 

(2) 広報 

(3) 環境 

(4) 税制 

(5) ＨＲＤ 

(6) 中小企業 

(7) インフラ 

(8) 調査 

部会 (1) 自動車 

(2) 化学品 

(3) 建設 

(4) デザイン・ソフトウエア 

(5) 金融・保険 

(6) 生活産業 

(7) 機電・情報通信 

(8) 金属・鉱産物 

(9) サービス・運輸 

職員数 日本人：2名／ローカル：3名 
 

会員企業 

会員企業数 689 日系企業：616  現地企業：73 

業種別会員数 建設業：44 製造業：286運輸・倉庫・情報業：41 商業（輸出入・卸小売・不

動産）：85 金融・保険業：28 サービス業：109 その他：84 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 
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現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：57,840,000円 支出：57,800,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

その他（新型コロナウイルスを踏まえた対応） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・フィリピン政府への意見要望活動 

・会員企業を対象とする緊急アンケート調査 

・大使館・JETRO等と連携した情報発信 等 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry of Cebu, Inc. 

セブ日本人商工会議所（フィリピン） 
 

住所 
5th/F Clotilde Commercial Center, M.L.Quezon St., Casuntingan,   Mandaue City 6014, 

Philippines 

TEL 63-32-343-7662 FAX 63-32-343-7663 

E-mail cebu.jp@jccici.com URL http://jccici.com/ 
 

事務局概要 

会頭 木下 浩寿（Hirohisa Kinoshita） 

所属企業 ツネイシ・ヘビー・インダストリーズ・セブ 

事務局長 岩上 建（Ken Iwakami） 

所属企業・団体 セブ・イワカミ・コーポレーション 

（CEBU IWAKAMI CORPORATION） 

委員会 電力問題委員会 

税制委員会 

MEZロット問題委員会 

スポーツ委員会 

部会 精密部品（メカ） 

電気・電子（エレキ） 

素材・重工業・建設関連 

医療・生活産業 

物流・サービス 

デザイン・ソフトウエア 

職員数 日本人：1名／ローカル：1名 
 

会員企業 

会員企業数 161 日系企業：144  現地企業：17 

業種別会員数 建設業：2 製造業：84 情報通信業：18 運輸業：8 金融・保険業：5 

サービス業：24 その他：20 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（日本人会行事への協賛） 
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収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：6,857,158円 支出：7,562,693円 

 

事業活動における課題・問題点 

財源不足 

大使館など日本政府機関等との連携 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 

その他（関係省庁とのコネクションが薄い。会員企業の積極的な活動参加。） 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

「土地・建物リース契約問題」、「税制改革法案」等、セブの日系企業を取り巻くビジネス環境に

大きな影響を与える問題を抱えており、商工会単独での対応にも限界があることから、更なる日

本政府のお力添えをいただけると大変有難い。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

メールでの情報提供 
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The Japanese Chamber of Commerce of Mindanao, Inc. 

ミンダナオ日本人商工会議所（フィリピン） 
 
住所 Door 9, 3/F, SJRDC Building, Insular Village, Lanang, Davao City, 8000, Philippines 

TEL 63-82-233-1408 FAX 63-82-233-1408 

E-mail jccmdvo@gmail.com URL https://www.jccminda.com/ 
 

事務局概要 

会頭 三宅 一道（Miyake Ichido） 

所属企業 クリエイティブ・コネクションズ・アンド・コモンズ・インク 

事務局長 河合 登（Kawai Noboru） 

所属企業・団体 PNS CONSTRUCTION, INC (Philippine Nippon Steel) 

（ピーエヌエス・コンストラクション・インク（フィリピン・ニッポンス

チール）） 

委員会 小規模の商工会議所であり、理事会以外には特に委員会は設置しておりま

せん。 

部会 小規模の商工会議所であり、理事会以外には特に部会も設置しておりませ

ん。 

職員数 日本人：1名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 45 日系企業：20  現地企業：25 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：200万円 支出：150万円 

 

事業活動における課題・問題点 

財源不足 
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会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

大使館など日本政府機関等との連携 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日本政府の在外公館について、地元の総領事館（領事業務、邦人安全確保、一部の経済関係を行

うも、経済専任の職員なし）と、同じ国の首都にある大使館（専門の経済班組織を保有。相手国

の経済官庁の本省との窓口）が、共に外務省本省直属の立場で並列で、協力関係、情報共有が良

くなく、どちらとも連携し、支援をいただきたい民間としては対応に困る場合がある。双方の在

外公館の職員同士の属人的な関係によってうまく行く、行かないが左右されるのではなく、組織

的に、少なくとも経済関係については、総領事館は同じ国の大使館の指揮下に置く様にすれば、

制度的な担保となりえ、改善できるのではないかと思料します。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

当地では３月中旬よりロックダウンとなり、６月以降、規制が緩和され経済活動が再開されつつ

あるも、未だ感染者が増え、社会生活への規制が厳しい状況であり、その中で、会員企業へのコ

ロナ関連の情報発信、共有をこまめに図っています。また、フィリピンの他の日本人商工会議所

と一緒に、当地政府への要望書等も提出。地元自治体、地元商工会議所とも連携を続けています。

更にメールマガジンでは、当地でのコロナ禍の下での市民生活をニュースとして知らせると共

に、緊急事態下での生活のささやかな記録としても、会員に発送しています。 
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The Japanese Chamber of Commerce and Industry in Vietnam 

ベトナム日本商工会議所（ベトナム） 
 
住所 Room 605, Sun Red River Building, 23 Phan Chu Trinh, Hanoi, VIETNAM 

TEL 84-4-2220-9907 FAX 84-4-2220-9909 

E-mail jcci-info@jcci.vn URL https://jcci.vn/ 
 

事務局概要 

会頭 須藤 一徳（Kazunori SUDO） 

所属企業 日立アジア（ベトナム） 

事務局長 八田 城之介（Jonosuke HATTA） 

所属企業・団体 東京商工会議所（The Tokyo Chamber of Commerce and Industry） 

委員会 事業環境、日越共同イニシアティブ担当、ＶＢＦ（Vietnam Business Forum）、

税制小、労務小、法務小、 

ビジネス情報サービス、社会経済インフラ、広報、日本人学校運営、社会

貢献・人材育成、組織規約、生活環境、スポーツ文化、日本祭り実行 

部会 貿易、建設、工業、金融保険、サービス等、運輸 

職員数 日本人：2名／ローカル：3名 
 

会員企業 

会員企業数 761 日系企業： 現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 
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現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

日本政府への要望としては、日越両国のビジネス渡航の段階的部分的緩和に関する両国合意に

基づく協議の早期決着と具体化・実現化。ベトナム政府に対する要望事項は多数あるが、日々、

同政府に対して要望活動や協議を実施している。 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

ベトナム首相府や各関係官庁への要望活動・協議、会員企業アンケート、会員専用ＷＥＢやメー

ルマガジンでの情報提供等を行っている。 
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The Japanese Chamber of Commerce andIndustry in Ho Chi Minh City 

ホーチミン日本商工会議所（ベトナム） 
 
住所 1407,Sun Wah Tower, 115Nguyen Hue Str.,Dist.1, HCMC,Vietnam 

TEL 28-3821-9369 FAX 28-3821-9370 

E-mail info@jcchvn.org URL https://jcchvn.org/jp/index.php 
 

事務局概要 

会頭 岡田 英之（Okada Hideyuki） 

所属企業 TMI総合法律事務所 

事務局長 上田 真也（Ueda Masaya） 

所属企業・団体 大阪商工会議所（The Osaka Chamber of Commerce andIndustry） 

委員会 事業環境、法務、労務、税務・通関、社会貢献、スポーツ・文化、日本人

学校運営、企業交流、組織・規約、渉外・広報 

部会 貿易、建設、運輸、第一サービス、第二サービス、IT、金融・保険、ホー

チミン市、タントアン・リンチュン、ビンズン、ドンナイ、ロンアン、バ

リアブンタウ 

職員数 日本人：3名／ローカル：4名 
 

会員企業 

会員企業数 1034 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業：99 製造業：412 情報通信業：69 運輸業：61 卸売業：119   

金融・保険業：35 サービス業：149 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（社会貢献活動等） 

 

収入源 

会費 
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予算規模（円換算） 

収入：8,700万円 支出：9,700万円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員サービス事業の企画・運営 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

会員企業向けアンケート（JETROと共同実施）、政府への要望、会員企業への各種情報提供、ビ

ジネス関係者の日本からベトナムへの入国支援等。 

詳細は下記のHPをご覧ください。 

https://jcchvn.org/jp/newscovid.php 
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The Japanese Chamber of Commerce and Industry in Danang city 

ダナン日本商工会議所（ベトナム） 
 
住所 Botan room Grandvrio city hotel Danang, 01-03 Dong Da, Hai Chau, Da Nang, SR Viet Nam 

TEL  FAX  

E-mail info@jcci-danang.org URL https://poste-vn.com/jccid-danang.html 
 

事務局概要 

会頭 小野瀬 貴久（Onose Takahisa） 

所属企業 イーワイ ベトナム 

事務局長 石川 義高（Ishikawa Yoshitaka） 

所属企業・団体 レガンベトナム有限会社（Les Gants Vietnam Co., LTD.） 

委員会 事業環境委員会 

スポーツ・イベント委員会 

生活環境委員会 

部会 なし 

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 143 日系企業：143  現地企業：0 

業種別会員数 製造業：51 その他：92 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：2,500,000円 支出：2,500,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員サービス事業の企画・運営 

会員企業からの相談対応 (税務、労務関係) 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

在ダナン市領事事務所との連携で、新型コロナ情報（1日1回）を配信している。 
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The Japanese Chamber of Trade & Industry, Malaysia 

マレーシア日本人商工会議所（マレーシア） 
 
住所 160, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur 

TEL 60-03-2142-7106 FAX 60-3-2142-0483 

E-mail tanaka@jcci.com.my URL https://www.jactim.org.my/ 
 

事務局概要 

会頭 児島 大司（Daiji Kojima） 

所属企業 マレーシア三井物産 

事務局長 田中 大輔（Daisuke Tanaka） 

所属企業・団体 福岡商工会議所 

（Fukuoka Chamber of Commerce and Industry） 

委員会 総務委員会 

広報委員会 

経営委員会 

貿易投資委員会 

調査委員会 

国際文化交流委員会 

中小企業委員会 

財務委員会 

部会 工業部会 

建設部会 

金融部会 

貿易部会 

流通サービス部会 

ペラ地域部会 

ペナン地域部会 

ジョホール地域部会 

マラッカ地域部会 

職員数 日本人：4名／ローカル：6名 
 

会員企業 

会員企業数 610 日系企業：553  現地企業：35 

業種別会員数 建設業：38 製造業：313 運輸業：48 サービス業：198 

 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 
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ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

会報、ホームページ等の広告収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：6,900万円 支出：6,900万円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員サービス事業の企画・運営 

個別会員企業のビジネス上の問題に対する相談への対応 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

入国制限の緩和 

駐在員の出国制限の緩和・撤廃 

駐在員のビザ発給の迅速化 

外国運転免許証のマレーシア運転免許証への書き換え再開 

従業員への賃金助成制度の拡充 

税制上の緩和措置（法人税減税、サービス税上の規制緩和など） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

入国制限に関する要望 

コロナ影響調査（現在２回） 

108



 

 

Japanese Chamber of Commerce and Industry, Lao PDR 

ラオス日本人商工会議所（ラオス） 
 

住所 
Kampheng muang Rd, House No.682, Unit No 39, Nonghai Village, Hadxay District  Vientiane, 

Lao PDR 

TEL 856-20-5650-8130 FAX  

E-mail jimukyoku@jcciv.org URL http://jcciv.org 
 

事務局概要 

会頭 菊田 一峰（Kazumine KIKUTA） 

所属企業 丸紅株式会社 ビエンチャン出張所 

事務局長 山田 健一郎（Kenichiro YAMADA） 

所属企業・団体 JETRO ビエンチャン事務所（JETRO Vientiane Office） 

委員会  

部会 製造部会 

パクセー支部 

職員数 日本人：2名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 114 日系企業：  現地企業：87 

業種別会員数 建設業：7 製造業：41 情報通信業：5 運輸業：11 卸売業：10   

小売業：4 金融・保険業：11 不動産業：2 サービス業：17 その他：6 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

その他(懇親会) 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：2,800,000円 支出：2,300,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（コロナ禍での定例会やセミナーの企画・運営面） 
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新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

当地政府への要望、面談 

会員企業へのアンケート 

政府の告示や出入国等をメーリングリストで随時情報提供 

セミナー開催 
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The Japanese Business Council in Dubai 

ドバイ日本商工会議所（アラブ首長国連邦） 
 
住所 Room No. 3504, 35th Floor, The One Tower, Barsha Heights, Dubai, United Arab Emirates 

TEL 00971-4-5645689 FAX 00971-4-5645689 

E-mail office@jbcdubai.ae URL https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/ae_dubai/jbc.html 
 

事務局概要 

会頭 吉村 雅弘（Masahiro Yoshimura） 

所属企業 中東住友商事会社 

事務局長 安藤 雅巳（Masami Ando） 

所属企業・団体 ジェトロ・ドバイ事務所（JETRO Dubai） 

委員会 危機管理対策委員会、組織強化委員会 

部会 建設・プラント部会、JAFZA部会、DAFZA部会、一般部会 

職員数 日本人：1名／ローカル：0名 
 
会員企業 

会員企業数 143 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

メールマガジンの発信 
 
収入源 

会費 

その他(委員会及び部会の活動における参加費) 
 
予算規模（円換算） 

収入：1,300万円 支出：1,300万円 

 
事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員数の減少 
 
新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

ジェトロ・ドバイ事務所と連携し、会員企業への「新型コロナウイルス対策に関する緊急アンケ

ート」を２回実施。（メールマガジンで協力依頼及び調査結果を配信） 
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Japan Chamber of Commerce and Industry, Sydney Inc. 

シドニー日本商工会議所（オーストラリア） 
 
住所 Level 16, 115 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia 

TEL 02-9223-7982 FAX  

E-mail info@jcci.org.au URL http://www.jcci.org.au/ 
 

事務局概要 

会頭 宮地 宏（Hiroshi Miyaji） 

所属企業 オーストラリア三菱商事会社 

事務局長 原田 芳明（Yoshiaki Harada） 

委員会 企画委員会 

編集委員会 

ゴルフ委員会 

部会 電子機器部会 

金融・投資部会 

機械・建設・自動車部会 

資源・エネルギー部会 

観光・運輸・通信・生活産業部会 

職員数 日本人：2名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 170 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

出版物等の販売 

有料セミナー、講演会、研修会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 
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予算規模（円換算） 

収入：約2,500万円 支出：約2,500万円 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

連邦政府、州政府をはじめ、日本での支援策も含め会員企業に情報提供した。 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry Melbourne Inc. 

メルボルン日本商工会議所（オーストラリア） 
 
住所 Level 24, 570 Bourke Street Melbourne VIC 3000 AUSTRALIA 

TEL 61-3-8658-5862 FAX  

E-mail office@jcjsm.org.au URL http://www.jcjsm.org.au/jccim 
 
事務局概要 

会頭 武藤 卓夫（Takuo Muto） 

所属企業 トヨタ自動車オーストラリア（株） 

事務局長 根本 美苗（Minae Nemoto） 

委員会 メルボルン夏祭り実行委員会 

部会 休部中 

職員数 日本人：4名／ローカル：0名 
 
会員企業 

会員企業数 100 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 製造業：33 運輸業：10 卸売業：10 金融・保険業：11 サービス業：9 

その他：27 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 
収入源 

会費 

会報、ホームページ等の広告収入 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 
 
予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 
事業活動における課題・問題点 

人員不足 

財源不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

114



 

Japan Chamber of Commerce and Industry in Perth 

パース日本商工会議所（オーストラリア） 
 
住所 PO Box 6025 WAIKIKI, Western Australia, 6169 

TEL 61-8-9467-4210 FAX  

E-mail jccip@iinet.net.au URL http://www.wanihonjinkai.com 
 

事務局概要 

会頭 浅野 克彦（Katsuhiko Asano） 

所属企業 三井物産株式会社 

総務理事 石塚 直史（Ted Ishizuka） 

所属企業・団体 三井物産株式会社（Mitsui E&P Australia Pty Ltd） 

委員会 ゴルフ親睦会 

部会 商工部会、個人部会、学校部会 

職員数 日本人：1名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 47 日系企業：42  現地企業：5 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

会報等の出版 

メールマガジンの発信 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（地元政府、企業代表者を招いての新年祝賀会開催） 

 

収入源 

会費 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のイベント収入 

 

予算規模（円換算） 

収入：12,660,000円 支出：10,933,500円 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（商工会、個人部会、学校部会の統合による活動の難点） 
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新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

日本語医療センターからの情報・ANA からのオーストラリア日本線の運航情報などをメールマ

ガジンで提供 
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Japan Chamber of Commerce & Industry, Gold Coast Inc. 

ゴールドコースト日本商工会議所（オーストラリア） 
 
住所 PO Box 446 SURFERS PARADISE QLD 4217 

TEL 07-5667-9245 FAX  

E-mail info@jccigc.org.au URL http://www.jccigc.org.au/ 
 

事務局概要 

会頭 砂川 盛作（SEISAKU SUNAKAWA） 

所属企業 ワイドエステート株式会社 

事務局長 ブリース洋子（YOKO BRIESE） 

所属企業・団体 YOKO BRIESE ACCOUNTING & BUSINESS SERVICES 

（ブリース洋子公認会計士事務所） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：名／ローカル：名 
 

会員企業 

会員企業数 19 日系企業：3  現地企業：16 

業種別会員数 建設業：1 小売業：2 金融・保険業：3 不動産業：1 その他：9 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

会報等の出版 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 

その他（会の活動にどのように興味をもってもらうのか） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

コロナの健康面への対策について、在豪日本大使館の栗田医務次官によりお話しをいただきま

した。また、コロナによる経済被害を考慮して、今期の会費を免除することに決定。 
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Japan Chamber of Commerce and Industry, Brisbane Inc. 

ブリスベン日本商工会議所（オーストラリア） 
 
住所 17/180 Moggill rd, Taringa, QLD, 4068, Australia 

TEL 07-3870-0360 FAX  

E-mail jimukyoku@jccib.org.au URL  
 
事務局概要 

会頭 石原 将（Susumu Ishihara） 

所属企業 住商コールオーストラリアホールディングス 

事務局長 村田 俊介（Shunsuke Murata） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：名／ローカル：名 
 
会員企業 

会員企業数 58 日系企業：  現地企業： 

業種別会員数 建設業： 製造業： 情報通信業： 運輸業： 卸売業：   

小売業： 金融・保険業： 不動産業： サービス業： その他： 
 
事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 
 
収入源 

会費 
 
予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 
事業活動における課題・問題点 

その他（課題・問題点はありません） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

ブリスベン在住の日本人医師にインタビューしコロナ関係の情報を纏め、会員に情報提供。コロ

ナに対する政府の対策についてのオンラインセミナー実施。総領事館からのアップデート情報

を会員に配信。 
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Japanese Chamber of Commerce Wellington 

ウェリントン日本商工会（ニュージーランド） 
 
住所 Level 1/109 Port Road, Seaview, Lower Hutt 5010 Wellington 

TEL 04-568-8761 FAX  

E-mail mikio.yokokawa@fujitsugeneral.co.nz URL  
 

事務局概要 

会長 横川 幹生（Mikio Yokokawa） 

所属企業 富士通ゼネラルニュージーランド 

事務局長  

委員会  

部会  

職員数 日本人：0名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 10 日系企業：7  現地企業：3 

業種別会員数 製造業：2 運輸業：1 卸売業：3 小売業：2 金融・保険業：1  

サービス業：2 
 

事業活動 

総会の開催 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

その他（ウェリントン補習授業校の運営） 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

人員不足 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 
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Japanese Chamber of Commerce of Auckland Incorporated 

オークランド日本経済懇談会（ニュージーランド） 
 
住所 P.O. Box 3899, Auckland 1140 

TEL 21998360 FAX  

E-mail info@nisuikai.nz URL http://nisuikai.nz/ 
 

事務局概要 

会長 橋本 尚（Takashi Hashimoto） 

所属企業 丸紅ニュージーランド 

事務局長 野澤 哲夫（Tetsuo Nozawa） 

所属企業・団体 ニュージー大好きドットコム（NZDAISUKI.COM） 

委員会  

部会 商工部 

教育部 

スポーツ部 

職員数 日本人：6名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 63 日系企業：45  現地企業：1 

業種別会員数 建設業：3 製造業：2 情報通信業：1 運輸業：3 卸売業：10   

小売業：6 金融・保険業：5 サービス業：4 その他：20 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

委員会、部会活動の実施 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

ゴルフ大会、クリスマスパーティー等のレクリエーション事業の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：6,400,000円 支出：6,400,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

会員サービス事業の企画・運営 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in South Africa 

南アフリカ日本商工会議所（南アフリカ） 
 

住所 
c/o JETRO 4th Floor, West Tower, Nelson Mandela Square, Cnr. 5th and Maude Street, 

Sandton, Johannesburg, SOUTH AFRICA 

TEL 27-78-870-1229 FAX  

E-mail saccij@gmail.com URL  
 

事務局概要 

会頭 真壁 恒裕（Tsunehiro Makabe） 

所属企業 三菱商事株式会社 

総務役員 石原 圭昭（Yoshiaki Ishihara） 

所属企業・団体 日本貿易振興機構(ジェトロ)ヨハネスブルグ事務所 

（Japan External Trade Organization Johannesburg Office） 

委員会  

部会  

職員数 日本人：1名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 68 日系企業：58  現地企業：10 

業種別会員数 建設業：3 製造業：27 運輸業：6 金融・保険業：8 サービス業：10 

その他：14 
 

事業活動 

総会の開催 

理事会（役員会）の開催 

セミナー、講演会等の実施 

現地政府への意見・要望活動 

日本国大使館・総領事館等との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

ジェトロなど政府系機関との連携（共催セミナー・意見交換会等） 

現地経済団体等との交流 

現地企業との商談会、ビジネス交流会等の実施 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入： 支出： 

 

事業活動における課題・問題点 

会員数の減少 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

・ロックダウン中残留者調査 
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・帰還チャーター便調査・検討・運行手配 

・新型コロナウイルス関連セミナー 

・新型コロナウイルス対策アンケート調査 

・ロックダウン下における南アへの再入国に関する案内・申請取りまとめ 
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Japanese Chamber of Commerce and Industry in Mozambique 

モザンビーク日本商工会議所（モザンビーク） 
 
住所 Av. Vladimir Lenine 174, Millennium Park, 1 Andar, Maputo, Mozambique 

TEL 258-48593803 FAX  

E-mail ccimj01@gmail.com URL  
 

事務局概要 

会頭 折井 陽太（Orii Yota） 

所属企業 欧州三井物産株式会社 

事務局長 石原 圭昭（Ishihara Yoshiaki） 

委員会 現時点でなし 

部会 現時点でなし 

職員数 日本人：1名／ローカル：0名 
 

会員企業 

会員企業数 15 日系企業：12  現地企業：3 

業種別会員数 建設業：2 製造業：2 金融・保険業：1 不動産業：1 その他：9 
 

事業活動 

総会の開催 

セミナー、講演会等の実施 

会員企業向けの個別相談（経営・法律・税務等） 

現地政府への意見・要望活動 

現地経済団体等との交流 

 

収入源 

会費 

 

予算規模（円換算） 

収入：350,000円 支出：220,000円 

 

事業活動における課題・問題点 

その他（2020年度は新型コロナウイルスにより会員企業の大半が日本へ退避しており、実質的

に活動困難） 

 

現地日系企業のビジネス上の課題や会議所の活動等に関する政府への要望事項等 

各種行政手続きの簡略化、手続き所要期間の短縮化、デジタル化の推進（在留査証取得手続き、

法人登録手続き等） 

 

新型コロナウイルスに関するこれまでの活動 

当地日本大使館、ジェトロと協力し、モザンビークでの新型コロナウイルス対策関連法案、国家

非常事態宣言下での各種措置、入国制限・査証発給停止・航空便運行情報などの情報収集、会員

間での情報共有を実施している。 
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