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中国日本商会
（北京市）

〒100022 北京市朝陽区建国門外大街甲26号
長富宮弁公楼104室
TEL / 010-6513-0829，0839

蘇州日商倶楽部
（江蘇省蘇州市）

北京日本人会
（北京市）

〒100022 北京市朝陽区建国門外大街甲26号
長富宮弁公楼104室
TEL / 010-6227-2970

無錫日商倶楽部
（江蘇省無錫市）

天津日本人会
( 天津市）

〒300050
住所：天津市和平区南京路75号天津国際大廈607室
TEL / 022-2313-2522

寧波市外商投資企業協会 〒315807 寧波市北侖区雲台山路25号
（寧波港鈴与物流有限公司内）
日商倶楽部
TEL / 0574-2769-8030
（浙江省寧波市）

廊坊日本人会
（河北省廊坊市）

〒065001 河北省廊坊経済技術開発区匯源道12号
（積水高機能包装
（廊坊）
有限公司内）
TEL / 0316-608-9342

昆山市日本人会同郷会 〒215331 昆山市陸家鎮豊夏路12号
（蘇州関西塗料有限公司内）
（昆山会）
TEL / 0512-5756-3372
（江蘇省昆山市）

西安日本人クラブ
（陝西省西安市）

〒710003 西安西華門一号 凱愛大厦B11
（西安凱愛房地産開発有限公司内）
TEL / 029-8720-1616

杭州商工クラブ
（浙江省杭州市）

〒310018 杭州市経済技術開発区徳勝東路395号
（杭州日本人学校内）
TEL / 0571-8687-7769

〒430032 武漢市漢口解放大道634号
新世界中心 A 座五楼
（みずほコーポレート銀行
（中国）
有限公司武漢支店内）
TEL / 027-8342-5000

蕭山日商クラブ
（浙江省杭州市）

〒311231 蕭山経済技術開発区橋南区鴻達路87号
（杭州杭化哈利瑪化工有限公司内）
TEL / 0571-8269-1295

〒410205 長沙市高新技術開発区桐梓坡西路181号
（長沙真珠照明有限公司内）
TEL / 0731-899-6371

広州日本商工会
（広東省広州市）

〒510064 広州市環市東路花園大厦933室
TEL / 020-8384-9971

深圳日本商工会
（広東省深圳市）

〒518057 深圳市南山区高新区南区高新南環路29号
留学生創業大厦2 / F 212室
TEL / 0755-8635-0820、0821

武漢日本商工クラブ
（湖北省武漢市）
湖南省日本人会
（湖南省長沙市）
拉薩日本人会
（チベット自治区）
成都日本商工クラブ
（四川省成都市）
重慶日本クラブ
（重慶市）
雲南日本商工会
（雲南省昆明市）

不明
〒610041 成都市人民南路一段86号
城市之心大廈18楼N座
（日中経済協会成都事務所内）
〒400015 重慶市渝中区中山三路131号慶隆希爾頓商
務中心625単元（重慶吉涛実業有限公司内）
TEL / 023-8980-9580
昆明市西山区高新開発科華路1号山覇大廈12楼
（国書日本語学校内）

瀋陽日本人会
（遼寧省瀋陽市）

〒110001 瀋陽市和平区南京北街266号海潤国際 A 座
907室 （ANA 瀋陽支店内）
TEL / 024-2383-2907

大連日本工商会
（遼寧省大連市）

〒116011 大連市西崗区中山路147号 大連森茂大厦
（中国）有限公司大連支店内）
1F （三菱東京UFJ銀行
TEL / 0411-8369-5639、8370-6513

長春日本商工会
（吉林省長春市）
黒龍江省日本商工会
（黒龍江省
哈爾濱市）
青島日本人会
（山東省青島市）

〒130012 長春市高新技術産業開発区火炬路216号
（長春泰爾茂医用器具有限公司内）
TEL / 0431-8517-9785

〒515041 汕頭経済特区龍湖工業区F5工業大厦5層
（汕頭経済特区矢崎汽車部件有限公司内）
TEL / 0754-8826-5924
〒361001 厦門市鎮海路12-8厦門海景千禧大酒店305室

厦門日本商工倶楽部
（福
（全日本空輸株式会社厦門支店内）
建省厦門市）
TEL /

福州市日本企業会
（福建省福州市）

0592-205-2273

〒350008 福州市金山工業集中区福湾園5号地
（福州住電装有限公司内）
TEL / 0591-8800-0505*220

東莞長安鎮日商企業連絡 〒523856 東莞市長安鎮沖頭管理区
（東莞奄美弾簧有限公司内）
事務所
（広東省東莞市長安鎮） TEL / 0769-8553-7655
東莞日系企業連絡会
（広東省東莞市）

〒523001 東莞市莞城区旗峰路匯峯中心E区2楼
20-23号舗（東莞市華世商務服務有限公司内）
TEL / 0769-2280-0356
〒510623 広州市珠江新城珠江西路8号
高徳置地広場D座11楼
（広東敬海法律事務所内）

〒266071 青島市香港中路76号
頤中皇冠假日酒店 写字楼1309室
TEL / 0532-8597-5564

中山日本商工会
（広東省中山市）

〒528437 中山市中山火炬開発区火炬大道21号
（中山住膠精密橡膠有限公司内）
TEL / 0760-8531-4774

広西日本商工会
（広西省南寧市）

南寧市嘉兵路南一里逸景園7単元701室
（山寧国際商貿有限会社内）
TEL / 0771-553-3448

烟台威海日本人会
（山東省
烟台·威海市）

〒265500 煙台市福山高新技術産業区永達街886号
（煙台矢崎汽車配件有限公司内）
TEL / 0535-632-9901*101

南通日本人会
（江蘇省南通市）

〒519060 珠珠海市南屏科技工業園屏工中路2号
（珠海紫翔電子科技有限公司内）
TEL / 0756-868-1145*228

恵日会
（広東省恵州市）

〒250300 済南市長清区玉符街580号
（山東電工電気日立高圧開関有限公司内）
TEL / 0531-8313-0123

南京日本商工クラブ
（江蘇省南京市）

汕頭日本商工会
（広東省汕頭特区）

〒214028 無錫市新区長江路16号無錫軟件園8階
（みずほコーポレート銀行
（中国）有限公司無錫分行内）
TEL / 0510-8181-3526

〒150040 哈爾濱市香坊区中山路162-1号迪康財富大
廈1001 （山形県国際経済振興機構哈爾濱代表処内）
TEL / 0451-5180-3406

済南日本人会
（山東省済南市）

上海日本商工クラブ
（上海市）

珠海日本商工会
（広東省珠海市）

〒215011 蘇州新区獅山路28号高新広場1501室
蘇州日商倶楽部事務局
TEL / 0512-6818-8000

〒200336 上海市延安西路2201号
上海国際貿易中心大厦2702室
TEL / 021-6275-2001
〒210024 南京市広州路208号南京古南都飯店
（南京古南都飯店有限公司内）
〒226009 南通市経済技術開発区通盛大道188号創業
外包服務中心C楼2F （名古屋銀行南通分行内）
TEL / 0513-8919-2280

香港日本人
商工会議所
香港日本人倶楽部

澳門日本会

18th Floor, 68 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong
Kong
TEL / 852-2577-6129
18 / F 68 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong
Kong
TEL / 852-2577-3669
C / Oyuko Matsumoto, Dept. of Management &
Marketing, FBA, University of Macau, Av. Padre
Tomás Pereira Taipa, Macau
TEL / 853-6296-0909
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