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Ⅰ．新サービスの概要 

１．目 的 

   日本へ旅行に行く訪日中国人旅行者は増加しているが、全員が日本語を話せる 
   わけではなく、中国語が通じる場所も多く無く、不便を感じる場面が少なくない。 
   そこで、訪日中国人に少しでも満足していただき、楽しんでもらうと共に、 
   日本の発展にも貢献する目的で、日本製品中国市場販売支援会は新サービスを 
   開始した。（以下の文中では、日本製品中国市場販売支援会を「ＪＰＣＳ」と称す） 

２．サービス概要    

   ①第１段階：訪日中国人旅行者の大部分が利用している携帯電話の中のツールを 
         使用し、日本の商品や店舗などなどを、簡単に中国語で表示する。 
         なお、ツール名は「ＷｅＣｈａｔ」（中国名：微信－ウェイシン）と 
         言う。（以下の文中では、ＷｅＣｈａｔを「ウェイシン」と称す） 
   ②第２段階：訪日中国人旅行者が、日本滞在中や日本へ行く前に「ウェイシン」から 
         日本の商品を注文し、日本国内の指定場所へ届けるネット販売を行う。 
   ③第３段階：中国へ帰国した訪日中国人旅行者や、中国国内の人達が日本の商品を 
         「ウェイシン」から購入できる「越境ＥＣ」（ネット）販売を行う。 
   ④第４段階：商品以外の業種へも拡大して行く。（飲食店紹介，日本旅行紹介，他） 

３．メリット 

   ①中国語のできる通訳人材を削減できる。（人件費が節約できる） 
   ②訪日中国人旅行者が商品の特徴を直接中国語で見られる。 
    （中国国内の知り合いにも口コミで広がるので、宣伝広告費が節約できる） 
   ③中国人消費者に対する商品知名度が上がる。（中国国内のネット販売での知名度も） 
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Ⅰ．新サービスの概要 

中国から日本へ 

訪日旅行に行く 

① ② 

③ ④ 

第１段階：訪日してる中国人旅行者が、「ウェイシン」でＱＲコードを 
     読み込むと、中国語での説明が表示されるサービス。 

日本のお店に
入ったが、 
同類の商品が 
多く、どれが 
良いのか 
わからない。 
 
●商品の詳細 
 説明は、 
 ほとんどが 
 日本語表示 

商品に貼られて 
いるＱＲコードを 
「ウェイシン」で 
読み込むと 
中国語での説明が 
表示される 

中国語での 
説明を読み、 
理解し、 
自分が目的と 
した商品を 
購入できる 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 
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Ⅰ．新サービスの概要 

① ② 

③ ④ 

第２段階：訪日前や訪日中の中国人旅行者が、「ウェイシン」から日本の 
     商品を中国語で注文すると、日本に滞在中のホテルなど、希望する 
     場所まで届ける日本国内のネット販売サービス。 

訪日旅行前に 
「ウェイシン」 
で本新サービス 
を見て、 
中国語で商品を 
注文する 

宿泊先の 
ホテルや 
指定した 
場所に 
注文した 
商品が届
く 

日本に滞在中、 
目的の商品が 
探せなかったり、 
商品を購入する 
時間が無かったり、 
目的の商品の在庫が 
無いなどの場合、 
「ウェイシン」で 
本新サービスを 
見て、中国語で 
商品を注文する 

商品した 
購入が届き、 
中国へ持って 
帰る 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 
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Ⅰ．新サービスの概要 

① ② 

③ ④ 

第３段階：訪日旅行から中国へ戻った人や、その人から本新サービスを聞いた 
     人達が、中国国内で「ウェイシン」を使用し、日本の商品を 
     ネットから購入するサービス。（越境ＥＣ販売＆通常のネット販売） 

訪日旅行から 
中国に帰国した 
友人が、 
「ウェイシン」で 
本新サービスの 
事を口こみ宣伝 
する 

「ウェイシン」 
から中国語で 
日本の商品を 
注文する 
 
●全て本物 
 なので安心 

中国内の自宅や 
指定場所に、 
注文した 
日本の商品が 
届く 

日本へ旅行には 
行かない友人が、 
「ウェイシン」で 
本新サービスを 
見る 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 
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Ⅰ．新サービスの概要 

① ② 

③ ④ 

第４段階：訪日旅行をしたいが、自分の目的にあった場所が分からなかったり、 
     数回訪問しているが、今までと違う良い場所が分からない人達に 
     対し、良い旅行先を沢山紹介するサービス。（旅行先の手配も行う） 

訪日旅行を 
したいので、 
「ウェイシン」で
本新サービスが 
紹介している 
訪日場所を見て 
探す 

目的にあった 
訪日旅行が、 
安心して 
楽しめる 

「ウェイシン」 
から 
本新サービスを 
利用し、また 
次に行く場所を 
見て探す 

目的の 
訪日場所が 
見つかり、 
本新サービスから 
中国語で 
日本滞在中の 
手配をする 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 
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Ⅰ．新サービスの概要 

① ② 

③ ④ 

第４段階：訪日してる中国人旅行者が、「ウェイシン」でＱＲコードを 
     読み込むと、自分が居る付近の美味しいお店やそのメニューが 
     中国語で表示されるサービス。 

中国から日本へ 
訪日旅行に行く 

案内所や商店街 
などに設置した 
「ＱＲコード」を 
「ウェイシン」で 
読み込むと、 
美味しいお店や 
特徴の有る 
飲食店が中国語で 
表示される 

店内の 
「ＱＲコード」を 
「ウェイシン」で 
読み込むと、 
中国語の 
メニューが 
表示され、 
日本語が 
出来なくても 
注文できる 

訪日旅行先の 
駅付近や商店街 
などで、近くに 
有る、美味しい 
お店や特徴の 
有る飲食店を 
探す 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 

Create by MediaMagic 
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Ⅱ．背 景 

１．ＪＰＣＳ（日本製品中国市場販売支援会）とは 

   ２０１３年９月に、大連（中国）に有る民間企業の有志達で設立した団体であり、 
   現在までに色々な支援活動を行い、少しずつ成果を出してきました。 

   ①日本の企業や政府からの依頼で、日本の商品を中国市場で販売するための 
    支援として、「中国での展示会出展支援」，「中国での試食会支援」， 
    「中国でのテスト販売支援」，「中国ビジネスコンサルティング全般」， 
    「日本と中国の物流手配」，「中国の税関手続き代行」， 「中国での市場調査」， 
    などなど。 

   ②中国の企業からの依頼で、中国の商品を日本市場で販売するための支援。 

   ③日本の観光地紹介や、訪日中国人旅行者の誘致。 

   ④日本へ留学したい中国人学生達の教育や、日本での留学先紹介。 

   ⑤日本人にグローバル人材となってもらうためのインターンシップ受け入れ。 

   ●ＪＰＣＳの活動実績概要に関しては、別紙の「実例概要」と言う資料を参照の事。 

２．訪日中国人旅行者の現状 

   ①訪日中国人旅行者数は、２０１４年は「約２４０万人」で、２０１５年は 
    「約４９０万人」と増加し、２０１６年以降も更に増加する傾向です。 

   ②訪日外国人旅行者の「約２５％」が中国人で、国・地域別でトップです。 

   ③訪日旅行は、リピートで行きたい国のＴＯＰの位置に入っています。 
    （欧米に比べ、リピート率が高い旅行先です） 
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Ⅱ．背 景 

３．「ウェイシン」（ＷｅＣｈａｔ）の現状 

   ①中国の大手ＩＴ企業である「テンセント社」が開発した携帯電話用の 
    アプリケーションソフトで、世界７０ヶ国以上（約２００の言語に対応）で 
    利用されている。（日本でも利用できる） 

   ②ユーザー数は１１億人以上で、中国国内だけでも毎月約５億人が活用している。 
    （知り合いとの「口コミ」手段としての活用が非常に多い） 

   ③機能の概要は、日本の「ＬＩＮＥ」と同じような感じ。 
    （中国国内では「ＬＩＮＥ」や「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」などは規制で利用できない） 

    ・メッセージの送受信機能（写真や音声なども送受信できる） 

    ・通話機能 

    ・記事の投稿機能 

    ・ＱＲコードのリーダー機能 

    ・電子マネー機能 

    ・その他 

４．中国人の日本商品選択に関する現状 

   ①既に知っている商品や友人から薦められた商品を購入する事が多い。 

   ②日本の商品は、同じ分野の商品でも種類が多く、どれが自分に良いのか正しく 
    理解できないため、日本のネット販売ランキングなどを見て、上位にランクされて 
    いる商品を購入する場合が多い。（「目薬」や「水筒」などなど） 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

Ⅲ．新サービスの詳細 

 前項の背景を基に、「ＪＰＣＳ」では「訪日中国旅行者」と「ウェイシン」を 

活用した新サービスを開始しました。 

１．実施項目 

  ①商品の中国語説明 
   ・日本滞在中に携帯電話のツールである「ウェイシン」から直接ＱＲコードを 
    読み込む事で、目的の商品に関する特徴や商品説明を中国語で表示する。 
    （ＱＲコードは商品に塗付しても良いし、棚や出入口に設置しても良い） 
    もちろん、ＱＲコードの写真を友人と共有する事で、中国国内に居ても見られる。 

  ②日本国内でのネット販売 
   ・携帯電話のツールである「ウェイシン」から日本の商品をネットで注文し、 
    日本国内の宿泊場所など、注文者の指定する場所へ届けるネット販売。 
    （日本滞在中でも、訪日前の中国からでも注文が可能） 

  ③中国国内での越境ＥＣ（ネット）販売 
   ・携帯電話のツールである「ウェイシン」から日本の商品をネットで注文し、 
    中国国内の指定場所へ届ける越境ＥＣ（ネット）販売。 
    （日本滞在中でも、訪日と関係の無い中国国内に居る人でも注文が可能） 

  ④商品だけではなく幅広い分野が対象 
   ・日本の飲食店や特徴の有る観光地などなど、携帯電話の「ウェイシン」上に 
    特徴や概要（写真やビデオなども含む）を中国語表示する事による誘致。 
    （日本滞在中でも、中国国内に居ても見られる） 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

２．手順（フロー）－第１段階の場合（商品の中国語表示） 

  ①本新サービスに参加したい日本側希望者（以下、「顧客者」と称す）は、ＪＰＣＳの 
   「日本側との連絡窓口者」（以下、「窓口者」と称す）に連絡し、希望の内容を 
   伝える。（メールの方が良いが、電話でも良い） 

  ②「窓口者」は、ＪＰＣＳ内のメンバーと相談し、「顧客者」に対応の可否を連絡する。 
   （メールで連絡する） 

  ③対応可能と判断した場合は、「窓口者」から「顧客者」へ連絡し、提出してもらう 
   資料などの内容を伝える。 
   （提出してもらう資料とは、商品の特徴や宣伝広告資料、商品の写真などなど） 

  ④「顧客者」は、「窓口者」から依頼された資料などを提出する。 
   なお、資料などは、日本語でも中国語でも良いが、日本語の場合は翻訳料金が 
   発生するので、両社で事前に相談し決定する事とする。 
   （料金の目安としては、１日（８時間）以内を１万円とする） 

  ⑤「窓口者」は「ウェイシン」上に表示する内容が完成した後、「顧客者」に連絡し、 
   内容を確認してもらう。 

  ⑥「顧客者」から承認をもらった後、「窓口者」はＱＲコードを作成し、 
   「顧客者」へイメージデータをメールで送る。 
   なお、「顧客者」から依頼が有れば、ＱＲコードをシールや看板として作成し、 
   送付するが、実費が発生するため、事前に相談し決定する。 

  ⑦「顧客者」はＱＲコードをシールに印刷し、消費者の目につく場所へ設置する。 
   （商品に直接塗付しても、棚に設置しても、出入口に設置しても良い） 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

２．手順（フロー）－第２段階の場合（日本国内でのネット販売） 

  ①前頁の第１段階の手順と同様な方法で進めると共に、「顧客者」から「窓口者」に 
   日本での販売価格を連絡する。 
   （消費税や送料の取り扱い、また購入条件や送付条件などに関しても連絡する） 

  ②「窓口者」は上記①の内容をＪＰＣＳメンバー内で検討し、対応の可否を 
   「顧客者」に連絡する。 

  ③消費者からの受け付けは、現状では中国の通常営業日の９：３０～１８：３０に 
   メールでの受付を基本としているが、この内容に関しては両社で相談し、実際の 
   対応内容を決定する。 
   また、商品が販売できた場合はＪＰＣＳが少額の手数料をいただくことになるので、 
   その内容などに関しても両社で相談し決定する。 

  ④中国の消費者からＪＰＣＳに対し購入検討の連絡が来た場合は、ＪＰＣＳの担当者が 
   中国語で受付し、購入となった場合は、その内容を日本語で「顧客者」へ連絡する。 

  ⑤「顧客者」は上記④の内容に沿って商品を郵送する。 
   （消費者からの費用支払いは、商品郵送前に全額一括振込を基本とする） 

  ⑥その他の取り決めなどに関しては、事前に両社で相談し決定する。 

   ・中国元と日本円の計算レートなど 

   ・商品の受取確認など 

   ・郵送中の商品破損など 

   ・その他 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

３．手順（フロー）－第３段階の場合（中国国内での越境ＥＣ（ネット）販売） 

  前々頁の第１段階の手順と同様な方法で進めると共に、「顧客者」と「窓口者」の 
  両社が相談し、誰が販売元になるかを相談し決定する。（基本は以下の３通り） 

  （１）越境ＥＣサイトの運営会社である「８００拍」（以下、「８００拍」と称す）に 
     販売を委託し、販売元になってもらう場合。 

  （２）「８００拍」のサイトの下で、「顧客者」が販売元になる場合。 

  （３）「８００拍」のサイトの下で、「窓口者」が販売元になる場合。 

（１）「８００拍」に販売元になってもらう場合 

   ①販売できる商品かどうかを審査するため、必要な書類を「窓口者」から「顧客者」 
    に連絡し、所定の書類を「顧客者」から「窓口者」へ提出後、ＪＰＣＳの担当者が 
    中国語に翻訳後、「８００拍」へ提出する。 

   ②「８００拍」は書類を税関（現在は広州）に提出し、正式な商品登録を行う。 

   ③商品登録が完了すると、税関から「８００拍」に対して商品の登録番号が 
    通知される。 
    （登録完了の連絡は、「８００拍」から「窓口者」経由で「顧客者」へ連絡する） 

   ④「８００拍」が指定した内容を「窓口者」経由で「顧客者」へ連絡するので、 
    その内容に沿って、「顧客者」は中国の指定場所（現在は広州港）へ商品を送る。 

   ⑤商品が指定場所（現在は広州港）へ到着後、「８００拍」が所定の手続きを行い、 
    指定場所（現在は広州港）から指定倉庫へ移す。 
    （指定倉庫の場所は、現在は広州の保税区内に有る倉庫） 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

   ⑥「８００拍」は越境ＥＣ（ネット）販売サイトに対象の商品を登録し、 
    販売を開始する。（販売価格は「８００拍」が決定する） 

（２）「８００拍」のサイトの下で、「顧客者」が販売元になる場合。 

   ①前頁の（１）の①～⑤と同様な手順を完了後、「顧客者」は自分自身で 
    「８００拍」のサイトの下で、対象の商品を登録し、販売を開始する。 

    なお、消費者から注文が来た場合は、「８００拍」が費用の回収や商品の発送を 
    代行する。 

（３）「８００拍」のサイトの下で、「窓口者」が販売元になる場合。 

   ①前頁の（１）の①～⑤と同様な手順を完了後、「窓口者」が「８００拍」の 
    サイトの下で、対象の商品を登録し、販売を開始する。 

    なお、消費者から注文が来た場合は、「８００拍」が費用の回収や商品の発送を 
    代行する。 

 ●越境ＥＣ（ネット）販売で発生する費用や商品の税率などに関する情報、 
  「８００拍」が代行するために発生する費用などに関しては、別紙の 
  「８００拍越境ＥＣ」と言う資料を参照の事。 

  また、「窓口者」に依頼し、「窓口者」が販売元になる場合の費用など、 
  不明点も含め、「窓口者」に連絡し確認の事。 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

４．実例画面例（商品にシールを貼付していますが、棚や出入口に貼付でもＯＫ） 

  ①「顧客者」から日本語の商品説明資料等を入手 

  ②「ＪＰＣＳ」が中国語に翻訳語、「ウェイシン」で 
   表示する中国語文章を登録後、ＱＲコードを作成 

  ③ＱＲコードを「顧客者」に郵送 

  ④「顧客者」は、ＱＲコード（シール）を商品に貼付 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

⑤携帯電話の「ウェイシン」を使用し、 
 シール上のＱＲコードを読み込む 

⑥「ウェイシン」で中国語の説明が 
  表示される 

詳細説明文章 
（中国語） 

詳細説明資料 
（中国語） 

アンケート 
（中国語） 

●詳しい情報を知りたい人は、 
 詳細説明文章や詳細説明資料も 
 中国語で見られる 

●「顧客者」からのオプションとなる、 
 市場調査をするためのアンケート入力 
 （集計後、日本語に翻訳し報告） 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

●第１段階から第３段階までを一緒にした画面例 

中国国内のネット販売である 
越境ＥＣサイト販売への入口 
（通常のネット販売への誘導も可能） 

商品の 
中国語説明 日本国内のネット販売への入口 

・訪日前に中国から注文し、 
 訪日先のホテルなど、顧客が指定する 
 日本の場所へ送付 

・日本滞在中に注文し、滞在先のホテル 
 など、顧客が指定する場所へ送付 

●受付フロー例 
 消費者（中国語）→ＪＰＣＳ受付（中国語） 
 →ＪＰＣＳ窓口（日本語）→販売者へ連絡 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

●「ウェイシン」のアクセス履歴表示画面例 

 （履歴で表示する項目は、顧客者の希望により決定する。） 

店舗名 商品名 アクセス数 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

●「ウェイシン」による特徴の有る日本の旅行先紹介 

 ・中国人旅行者にあまり知られておらず、日本の自然や文化に触れられる旅行先など紹介。 

「徳島県，香川県，愛媛県，広島県」を旅行する紹介例の一部画面 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

●新サービスのメイン画面構成イメージ 

 （「ウェイシン」からＱＲコードを読み込み、 
  表示された商品の中国語説明の最下部から下記のメイン画面へ移動） 

日用品類 

食料品類 

飲料品類 

工芸品類 

飲食店紹介 

観光ツアー紹介 

イベント・祭り紹介 

中国語が通じる 
病院紹介 

その他商品は 
都度アイコンを追加 その他は 

都度アイコンを追加 

日本国内の指定場所へ 
配達するネット販売 

中国国内の指定場所へ 
配達するネット販売 中国語での問い合わせ 

実画面の 

イメージ 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

●「ウェイシン」によるアンケート結果例 

 （日本Ｌ社の「ジュース」，「ジャム」，「ゼリー」のアンケート集計結果） 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

５．入会方法など 

  本新サービスに参加したい日本側希望者（以下、「顧客者」と称す）は、ＪＰＣＳの 
  「窓口者」に連絡し、希望の内容を伝える。（メールの方が良いが、電話でも良い） 
  （詳細は、最終頁の「連絡先」をご参照ください。） 

６．費用 

  ①初回：「ウェイシン」に登録（表示）するための中国語への翻訳料金で、 
      料金の目安としては、１万円／８時間です。（翻訳が不要な場合は無料） 
      なお、ＱＲコードのシール作成などを希望される場合は、実費が発生します。 

  ②運用：１ヶ月毎にアクセス数を集計し、アクセス実績数で費用をいただきます。 
      なお、金額内容は、契約時に相談し、決定させていただきます。       
      （例：１カウント１０円の場合、１ヶ月に１００名であれば１，０００円） 

  ③ネット販売：第２段階と第３段階の日本国内ネット販売と中国越境ＥＣ販売に 
         関しては、販売した金額の２％～１０％をいただく予定ですが、 
         契約も含め、別途相談後、決定させていただきます。 
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Ⅲ．新サービスの詳細 

７．本新サービスのメリット 

  ①訪日中国人旅行者（消費者）のメリット 

   ・携帯電話の「ウェイシン」から全ての情報が中国語で見られる。 
    （中国語での問い合わせも出来る。） 

   ・商品の特徴など、明瞭な商品説明が中国語で見られる。 

   ・日本滞在中でも中国からでも見られる。 

   ・全て本物の商品なので、安心して商品を購入できる。 

   ・その他（特徴の有る日本の観光地や、特徴の有る飲食店を探せるなどなど） 

  ②日本側「顧客者」のメリット 

   ・安価な費用で、宣伝広告が出来る。（訪日中国人旅行者のよる口コミ効果も絶大） 

   ・中国語の説明要員を削減できる。 

   ・中国人を活用した市場調査が出来る。 

   ・ネット販売での知名度が向上すると共に、中国市場での販売が拡大する。 

   ・中国人消費者の顧客情報を活用できる。 

  ③中国側「販売者」のメリット 

   ・ネット販売での知名度が向上すると共に、販売が拡大する。 

   ・中国人消費者の顧客情報を活用できる。 

   ・日本の新しい商品や特徴の有る商品を販売できる。 
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Ⅳ．終わりに 

中国と日本は、２０００年以上の歴史の中で、長いお付合いをしてきましたが、 

お互いを良く理解するには至っておらず、色々な面で問題が発生してきました。 

その原因の一つに、人の話を聞いただけで、自分自身で相手国を訪問し、 

自分自身の目で見ていない事などが考えられます。 

（偏った情報だけで判断している事） 

最近では、訪日中国人旅行者の増加で、色々な面から良い影響も増えており、 

やはり自分自身で相手国を訪問し、「見て，感じて，知り，経験する」事で、 

何かが大きく変わる可能性が大きいと思っております。 

将来の日本と中国のためにも、またその他の国々の方々のためにも、 
日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ）の活動を広げて行ければと 
考えております。 

日本の人も、中国の人も、偏った情報にとらわれず、ご自身で相手国を訪問し、 
相手国の習慣や考え方を知ることで、更なる友好関係を築き、両国の発展に 
少しでも貢献できれば幸いと願っております。 
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Ⅴ．参考情報 

１．中国とのビジネスなどでお役に立つ参考情報。 
  （大連の情報が多いですが、「４．その他」が役に立つと思います。） 

http://www.e-trust.com.cn/info/index.html 

２．通常のネット販売を行っているサイト一例。 
  （携帯電話で表示する画面サイズです。） 

https://wap.koudaitong.com/v2/showcase/feature?alias=11n5reac4&redirect_count=1 

３．日本製品中国市場販売支援会のサイト。 
  （なお、間もなく更新予定です。） 

http://www.jpcs-dl.com/ 

４．商品の「ＱＲコード」例。 
  （「ウェイシン」の「ＱＲコードのスキャン」から以下のコードを 
   読み込むと、実例の商品などが見られます） 
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Ⅴ．参考情報 

５．日本製品中国市場販売支援会としての店舗 

  （大連毅信国際貿易有限公司の１階） 

入 口 
１階の店舗 

２階の倉庫及び簡易事務所 

３階の総経理室，事務所，会議室 



日本製品中国市場販売支援会（ＪＰＣＳ） 

Ⅵ．連絡先（問合せ先） 

日本側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「白石 久充」（責任者－会長） 
    携 帯 ：（＋86）13904110159（日本語）  
    メール ：shiraishi@tios.co.jp（日本語） 

   ②氏 名 ：「里見 翼」（担当） 
    携 帯 ：（＋86）15040562083（日本語）  
    メール ：satomi@e-trust.com.cn（日本語） 

   ③氏 名 ：「石原 永年」（特別顧問） 
    携 帯 ：（＋86）13942854289（日本語）  
    メール ：mitsuka701@yahoo.co.jp（日本語） 

中国側との連絡窓口者 

   ①氏 名 ：「孫 吉斌」（責任者－副会長） 
    携 帯 ：（＋86）15998540888（中国語）  
    メール ：sunji_bin@163.com（中国語） 

   ②氏 名 ：「陳 鈺淇」（担当） 
    携 帯 ：（＋86）18842220897（中国語＆日本語）  
    メール ：chen.yuqi@e-trust.com.cn（中国語＆日本語） 

   ③氏 名 ：「馬 麗娜」（担当） 
    携 帯 ：（＋86）13050550567（中国語＆日本語）  
    メール ：13940966863@163.com（中国語＆日本語） 


