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一般社団法人日中化粧品国際交流協会 Japan-China Cosmetic Exchange Association

会員様名簿

〒650-0045

2015 年 6 月 12 日現在、会員様企業
は計 55 社様です(入会順)。
• 特別賛助会員（16 社）
美研創新株式会社
雲南白薬集団健康産品有限公司
花王株式会社
江蘇隆力奇生物科技股份有限公司
日本コルマー株式会社
広州花安堂生物科技有限公司
無限極（中国）有限公司
諾斯貝爾（中山）無紡日化有限公司
岩瀬コスファ株式会社
広州市巧美化粧品有限公司
上海韓束化粧品有限公司
広州環亜化粧品有限公司
广州市奥雪化妆品有限公司
東邦化学工業株式会社
味の素株式会社
肇慶市凱捷貿易有限公司
• 一般賛助会員（39 社）
上海家化聨合股份有限公司
広州天賜高新材料股份有限公司
南京華獅化工有限公司
株式会社マツモト交商
株式会社テクノーブル
伽藍(集団)股份有限公司
株式会社サティス製薬
珀莱雅化粧品股份有限公司
株式会社山田養蜂場
M＆C 理論と応用技術研究センター
広東丹姿集団有限公司
日油株式会社
広州滙朗生物科技有限公司
昆山市双友日用化工有限公司
株式会社クラレ
クラシエホームプロダクツ株式会社
浙江欧詩漫特種化粧品有限公司
広州瑞誉化工科技有限公司
DOC Japan 株式会社
岡畑興産株式会社
富程優家健康産品武漢有限公司
森田薬粧股份有限公司
太陽化学株式会社
クローダジャパン株式会社
雅迪香料(広州)有限公司
カネダ株式会社
ｱｻﾇﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社
拉芳家化股份有限公司
華熙福瑞達生物医薬有限公司
キューピー株式会社
広州中然生物科技有限公司
恵比須工化学業株式会社
ライオン株式会社
上海言臻貿易有限公司
千葉製粉株式会社
旭化成ケミカルズ株式会社
丸紅インテックス株式会社
広州居里化工科技有限公司
上海波林丝生物科技有限公司

兵庫県神戸市中央区港島南町 5-5-2 神戸国際ビジネスセンター TEL :81-78-381-5304

FAX :81-78-303-3077

http://www.cosmo-jc.org

1. 2015 年度協会年度交流イベント、大盛況！
6 月 1 日より一週間、東京都内と横浜にて開催した 2015 年度協会交流イ
ベントウィークは大成功を修めた。
イベント初日の講演会では、朝 9 時スタートという早い時間にも関わら
ず、会場は約 100 名の参加者たちで埋め尽くされ、終始大盛況の様子を呈
していた。動物実験代替法の権威である小島肇博士を始め、協会専門家で
ある張兵武氏の中国化粧品市場の解説や伊達朗博士による新概念「EBC」
など、各分野の専門家の素晴らしい講演が披露された。中でも株式会社
コーセーの iPS 細胞を応用した老化研究も最旬なテーマというだけあり、全
会場の注目を一身に浴びた。そして、会場内にて設置された展示台では休
憩時間の度に見学者が詰めかけ、日中間、企業間同士の交流が促進され、
調査アンケートによると回答者の 6 大多数が次回の商談へ結びついたとい
う。
イベント二日目はライオン株式会社、花王株式会社、味の素株式会社の
ご協力により、中国会員様をその工場見学へ案内した。日本の著名企業へ
の訪問に中国会員様は大層興味を持たれて、当日は定員間際までの人数
が集まった。
6 月 3～5 日の CITE JAPAN2015 では中国会員を引き連れた日本会員
ブースへの見学ツアーを実施した。日本最大な化粧品原料展示会に参加
し、多くの収穫を得られたとの評判を頂いた。

講演会会場-6 月 1 日

企業見学-6 月 2 日
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CITE JAPAN2015-6 月 3 日～5 日

2．第 20 回中国美容博覧会の期間中、小型懇親会を実施！
第 20 回中国美容博覧会が上海にて 5 月 19 日～5 月 21 日に開催された。こ
の博覧会は中国美容業界で最大の規模を誇り、今年の出展社数 2,120 社、参
加者数 31 万以上という数字に達し、今では中国業界内において絶大な影響力
を有する展示会の一つである。
当協会では、この博覧会の期間中の 5 月 20 日に定員 30 名程度の小型懇親
会を開催した。懇親会には、日本会員 8 社と上海近辺の中国会員である化粧品
メーカーが出席した。そして、中国企業へのＰＲとして、協会の日本会員である
DOC JAPAN 株式会社と日本コルマー株式会社が「ノーンシリコーンヘアケア商
品の代替技術」と「日本化粧品の最新トレンド」をそれぞれテーマとしたプレゼン
テーションを実施した。

中国美容博覧会

小型懇親会
こん

3. 協会会員 50 社突破！！
協会の会員数が遂に 50 社を突破した。新会員には中国企業の化粧品メー
カーである肇慶市凱捷科技有限公司と上海波林丝生物科技有限公司、商社の
上海言臻貿易有限公司、原料会社の広州居里化工科技有限公司と、日本から
は原料会社の千葉製粉株式会社、旭化成ケミカルズ株式会社、商社である丸
紅インテックス株式会社の以上の 7 社である。今現在、協会会員は中国会員
30 社、日本会員 25 社の合計 55 社になった。
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