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在中国日系企業経営者の皆様 

 

日中国交正常化 50周年記念コア事業に係る協賛金募集への御協力のお願い 

 

2022 年 3 月 17 日 

日中国交正常化 50 周年記念事業在中国実行委員会 

 

 春の日差しが暖かさを増している今日、皆様におかれては、ますます御清栄の

こととお慶び申し上げます。 

 さて、本年は日中国交正常化 50 周年という記念すべき年です。我々日中国交

正常化 50 周年記念事業在中国実行委員会（以下「在中国実行委員会」という。

参考に名簿を添付。）では、日中間の友好関係の維持・発展の重要性について意

識喚起を図るため、北京において、一般の人々向けの大型のイベントを開催する

予定です。現段階での本イベントの概要は別紙 1 のとおりです。本イベントに

関しては、在中国実行委員会の下に設置した中核的事業企画運営小委員会にお

いて、進捗管理等を行っているところです。 

 本イベントの事業規模約 500 万元のうち 250 万元は中国日本商会の繰越金の

一部を充てることとし、残りの約 250 万元については、中国内の日系企業であ

って趣旨に御賛同いただける皆様から寄附金を募集し、これを充てることとい

たしました（2022 年 2 月 24 日在中国実行委員会決定）。 

 つきましては、趣旨に御賛同いただける企業におかれては、下記の要領に基づ

き、協賛いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 なお、仮に集まった協賛金の総額が目標額（250 万元）を下回った場合、イベ

ントの内容を必要に応じて見直すことといたします。仮に目標額を上回った場

合には、地域イベントとの連携、日中子供写真展、モザイクアート制作等の関連

事業に有効に活用させていただきます。 

 また、これまで「寄附金」と表現しておりましたが、企業広告の提供を伴うた

め、今回から「協賛金」というより適切な表現に改めました。下記 5．のとおり、

企業会計上は「業務委託費」という扱いになりますので、御留意願います。 

 

記 

 

 1．協賛金募集期間 

   本年 3 月 17 日（木）～本年 6 月 30 日（木） 

   ※下記 3．の協賛金申込用紙は本年 4 月 29 日（金）までに提出願います。 
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 2．協賛金の金額 

   1 口 5,000 元として、1 口以上協賛いただきたく存じます。 

 

 3．協賛金申込用紙の提出 

 別紙 2 の協賛金申込用紙に必要事項を記載の上、本イベントの実施を中国

日本商会から受託している電通テック北京（電通太科（北京）広告有限公司）

に 4 月 29 日（金）までに提出願います。 

   （提出先） 

     電通テック北京 促銷策画部 総監 

 生津徹（ナマツ トオル） namatsu@dentsutec-cn.com 

     010-6554-5355 

 

 4．協賛金の振込み 

 電通テック北京（電通太科（北京）広告有限公司）の以下の銀行口座に 6

月 30 日（木）までにお振り込み願います。 

   （振込先） 

会社名：电通太科(北京)广告有限公司 

会社住所：北京市东城区朝阳门北大街 8富华大厦 F座 13层 B室 

会社電話番号：010-65545354 

税務登記番号：91110101710937068K 

振込先銀行：招商銀行北京分行朝陽門支行 

口座番号：862181530710001 

 

 5．業務委託契約の締結 

 中国日本商会及び電通テック北京による協賛金に係る発票の発行が困難

であることに鑑み、協賛者各位におかれては、本イベント会場においてロゴ

又は会社名を掲示する等のサービス提供を電通テック北京に業務委託する

旨の契約を結んでいただくことといたしました。これにより、電通テック北

京から当該サービス提供に係る発票が発行されます。契約書のひな型は別紙

3（中国語）及び別紙 4（日本語）のとおりです。 

 

 6．ロゴ又は会社名の掲示ポリシー 

 今回協賛いただいた企業については、協賛金の口数に応じた以下のポリシ

ーに基づき、ロゴ又は会社名を本イベント会場内に掲示するとともに、中国

日本商会の日中国交正常化 50 周年関連情報ウェブサイトに掲載いたします。 

 なお、ロゴ表示を大きくするため、グループ会社内の複数の企業で口数を

mailto:namatsu@dentsutec-cn.com
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合算することが可能です。 

   10 口以上・・・・・・ロゴ又は会社名の表示の大きさ：大 

   7 口以上 9 口以下・・・ロゴ又は会社名の表示の大きさ：中 

   4 口以上 6 口以下・・・ロゴ又は会社名の表示の大きさ；小 

   1 口以上 3 口以下・・・ロゴは表示せず、会社名のみ表示。大きさ：最小 

 

 7．その他 

 企業協賛ブースへの出展については、後日、御案内申し上げます。 

 

 

（本件に関する問い合わせ先） 

  中国日本商会事務局  松岡、塩谷 

  matsuoka@postbj.net 

   010-6513-0829 

 

（以上） 

mailto:matsuoka@postbj.net
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（別紙 1） 

 

日中国交正常化 50周年記念コア事業の概要 

 

〇趣旨 

 中国の首都である北京市において、一般の人々向けの大型のイベントを行

う。中国日本商会が定めた 50 周年記念事業推進に当たっての基本テーマ＜未

来へ向けて協創しよう；勠力同心，协创未来！＞への理解と共鳴を図る。 

 また、中国各地において行われる関連イベントと連携し、可能な限り中国

全域において日中友好の重要性に係る意識喚起・認識共有を図る。 

 なお、コア事業委託事業者については、企画公募を行い、応募のあった 5 社

の中から中核的事業企画運営小委員会による審査に基づき、北京電通広告有

限公司及びその提案が選定された。本イベントの実施に当たっては、法人格

を有する中国日本商会が北京電通広告有限公司の親会社（株式会社電通）の

100％孫会社である電通テック北京（電通太科（北京）広告有限公司）と業務

委託契約を締結した。 

 

〇日時  2022 年 9 月 24 日（土）・25 日（日）（調整中） 

 

〇場所  悠唐広場（Utown）（調整中） 

       北京市朝陽区三豊北里 2 号 

 

〇主な内容 

 ①「協創 fes」（メインステージ）の実施 

  ・日本音楽集団によるオンライン演奏、日本に伝来した中国伝統楽器の紹介 

  ・日式中華料理に関する対談 

  ・日中協創映画トークショー 

  ・北京映画祭日本映画週間作品の放映 

  ・ポケモンショー、和楽器と書道のコラボ、福建省学生によるエイサー披露 

 ②日本文化まるごと体験ブース（食・文化・二次元コンテンツ）の設置 

 ③協賛企業によるブースの設置 

 ④オンラインを活用した事前広報 

 （以下、ブース設置に伴う企業協賛が得られれば） 

 ⑤日中の 100 人の子供たちの協創写真展の実施 

 ⑥協創シンボルとしての「育っていくモザイクアート」作品の制作 

（以上） 
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（別紙 3） 

业务委托合同 

                                                       

●●公司(以下简称＂甲方＂)和电通太科(北京)广告有限公司(以下简称“乙方＂)就“日中

邦交正常化 50周年纪念核心事业活动”相关业务委托事宜，签订如下业务委托合同。 

 

第一条 委托内容 

甲方委托乙方在“中日邦交正常化 50周年纪念核心事业活动”相关活动现场展示甲方公

司企业标识（LOGO）或名称及其他服务(以下称“本业务”)。乙方接受甲方委托。 

第二条 费用与支付 

甲方向乙方支付本业务委托费合计金额为 RMB●,000 元(人民币●仟元整，含税)。甲方在

2022年 6月 30日之前，将上述费用支付至乙方指定账户，乙方在确认上述费用到账后，应向

甲方开具增值税专用发票。 

第三条 双方的权利和义务 

1．乙方按照本合同约定提供服务，有权请求甲方支付相关业务委托费。 

2．甲方提供展示所需企业标识（LOGO）或企业名称字体及格式及其他所需要的资料，配合乙

方完成业务委托。甲方保证其向乙方提供的文件、资料、信息等均真实、准确、完整、合法有

效，不违反社会公序良俗。 

3．甲乙双方同意，本合同严格遵守中华人民共和国法律。因主办方的原因或举办活动的客观

情形发生重大变化、政策和法律法规的要求或变化造成本合同不能完全履行的，乙方不承担任

何违约责任，乙方收取的业务委托费不予退还。 

第四条 保密义务 

甲方和乙方在开展本合同规定的业务中所获知的对方的相关信息，无论是在合同期间内

还是合同到期后，均不得向第三方泄露。 

第五条 合同期限 

本合同的有效期为 2022年 4月 1日至 2022年 9月 30日。 

第六条 合同解除 

甲乙任何一方在对方有以下情形发生的，有权经通知后解除或部分解除本合同。 

（1）一方违反本合同约定，经对方催告限期改正后在指定期限内仍未改正的； 

（2）有违反法律法规或公序良俗行为的； 

（3）因可归责于对方的事由，遭受重大损害的。 

第七条 不可抗力 

自然灾害、新冠肺炎疫情等甲级传染病疫情、政策和法律法规的变化、政府行为等不可抗
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力事由造成本合同无法继续履行或不能完全履行的，任何一方均不承担违约责任。 

第八条 未尽事宜 

本合同未尽事宜及因本合同产生争议时，甲乙双方应本着诚信原则友好协商解决。 

第九条 其他 

1.本合同以日文和中文作成，均具有法律效力。日文版与中文版解释不一致的，以中文版为准。 

2.关于准据法的适用，本合同及本合同履行适用中华人民共和国法律。 

3.本合同一式两份，甲乙双方加盖公章和授权代表签字后各执一份。 

（以下无正文） 

 

甲：              有限公司               乙：电通太科（北京）广告有限公司 

授权代表：                                  授权代表：                                     

签字：                                      签字： 

                                  

2022年●月●日 
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（別紙 4） 

業務委託契約 

●●社(以下「甲」という)と電通テック北京広告有限公司(以下「乙」という)とは、日中

国交正常化 50周年記念コア事業関連業務委託について、次の通り業務委託契約を締結する。 

第一条：委託内容 

 甲は、「日中国交正常化 50周年記念コア事業イベント活動」関連イベント現場において、

甲のロゴまたは社名の会場内における掲示及びその他のサービス(以下は、「本業務」とい

う)を乙に委託し、乙は、それを受けることとする。 

第二条：費用及び支払 

甲は、乙に本業務委託費人民元●,000元(税込)を支払うものとする。甲が、2022年 6月

30 日までに、上記金額を乙の指定口座に支払うこととする。乙が、上記金額の入金を確認

した後、甲に、増値税専用発票を提出しなければならない。 

第三条： 甲乙の権利と義務 

1．乙は本契約の取決めに従ってサービスを提供し、甲に業務委託費の支払いを請求する権

利がある。 

2．甲は展示に必要なロゴ、社名の書体・フォーマット及びほかの必要な資料等を提供し、

乙に協力して業務委託を完成する。甲は乙に提供した書類、資料、情報などがすべて真実で、

正確で、完全で、合法的に有効であり、社会の公序良俗に違反しないことを保証する。 

3．甲乙双方は、本契約は中華人民共和国の法律を厳格に遵守することに同意する。主催者

の原因、イベント主催の客観的な状況への重大な変化の発生、または法律法規の要求或いは

変化により本契約が履行できない場合、又は完全に履行できない場合、乙はいかなる違約責

任も負わず、乙が受け取った業務委託費は返還しない。 

第四条 守秘義務 

甲乙は、本契約の業務遂行上知り得た甲、乙に関する事柄等を、契約期間中か、契約終了

後を問わず、第三者に漏らしてはならない。 

第五条 契約の期間 
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本契約の有効期間は、2022年 4月 1日より 2022年 9月 30日までとする。 

第六条 契約の解除 

甲及び乙は、相手方が次の各号の一つに該当した時は、通知催告のうえ本契約の全部また

は一部を解除することができる。 

（1） 本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めてその是正を催告されたにも関わ    

  らず、当該期間内に係る違反が是正されない時。 

（2） 法律法令又は公序良俗に反する行為をした時。 

（3） 相手方の責めに帰すべき事由により、重大な損害を被った時。 

第七条 不可抗力 

自然災害、新冠肺炎疫情などの甲級伝染病疫情、政策と法律法規の変化、政府行為などの

不可抗力事由により本契約の継続履行ができないか、完全に履行できない場合、いずれの一

方も違約責任を負わない。 

第八条 本契約に定めのない事項 

本契約に定めのない事項及び本契約につき疑義が生じた時は、甲及び乙は、誠意をもって

協議し、円満な解決を図るものとする。 

第九条 その他 

１．本契約書は、日本語及び中国語で作成し、いずれも法的効力を有するものとする。但し、

両者間に解釈上の問題が生じた時は、中国語の記載を基準として解釈する。 

２．準拠法について、本契約及び本契約の履行には中華人民共和国の法律を適用する。 

３．本契約締結の証として本書 1 式 2 通を作成し、各自の授権代表の記名と社印押捺のう

え、各自が保有する。 

2022年  月   日  

甲：●●社                乙：電通テック(北京)広告有限公司 

代表者                  代表者 

署名                          署名 
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（参考） 

 

日中国交正常化 50周年記念事業在中国実行委員会 

委員名簿 

 

（順不同） 

【名誉会長】  

垂 秀夫   駐中華人民共和国日本国特命全権大使 

 

【会長】 

 御子神大介   住友商事 常務執行役員 東アジア総代表  

 

【副会長】 

（中国日本商会） 

西山 寛   アステラス中国投資 高級顧問 

福田 祐士  伊藤忠 副社長執行役員 東アジア総代表 アジア・大洋州

総支配人 

小澤 秀樹  キヤノン  副社長執行役員、アジア社長、中国社長 

原  雄三   全日本空輸 執行役員 中国総代表 兼 北京支店長 

本田 淳   東京海上日動火災保険（中国） 副総経理 

上田 達郎  トヨタ自動車 中国本部長 トヨタ自動車(中国)投資 董事長 

川合 現   日中経済協会 北京事務所 所長 

桂 康久     日本製鉄 参与 中国総代表 北京事務所長 

高島 竜祐   日本貿易振興機構 北京事務所 所長 

依田 隆   日立製作所 執行役常務 中国総代表 

小川 良典  丸紅 執行役員 中国総代表 

菅原 正幸   みずほ銀行 常務執行役員 東アジア総代表 兼中国董事長 

森安 正博  三井物産 常務執行役員 東アジア総代表 

中塚 潤一郎  三菱商事 中国総代表 

川畑 勝也  三菱電機 執行役員 中国総代表  

小原 正達  三菱 UFJ 銀行（中国） 副董事長 

 

（北京日本倶楽部） 

西田 昌司  日本航空 北京支店 支店長 

川邊 誠  手羽大使 CEO 
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喜多羅和宏  国誉家具（中国） 北京分公司 総経理 

齊藤敬一郎  日本政府観光局 北京事務所 首席代表 

村田 温    みずほ銀行中国北京支店 支店長 

 

（日本政府関係機関） 

貴島 喜子  在中国日本国大使館広報文化部 公使・広報文化部長 

宮本 貴章  日本国自治体国際化協会北京事務所 所長 

野田 昭彦  日本国際交流基金北京日本文化センター 所長 

佐々木美穂  日本国際協力機構中国事務所 所長 

北川 善彦  国際協力銀行 北京事務所 首席代表 

茶山 秀一  日本科学技術振興機構北京事務所 所長 

成瀬 雅也  日本学術振興会北京代表処 副所長 

 

【委員】 

亀倉 隆志  岩谷産業 常務執行役員 中国総代表 

田中 勤    双日 専務執行役員 中国総代表 

綿貫 辰哉  豊田通商 東アジア（東亜）総代表兼 CEO 

藤塚 正彦  阪和興業 執行役員、中国総代表、阪和（上海）管理有限公

司 董事長・総経理 

陶 履徳   日鉄物産 北京事務所 所長 

上田 敏裕  AGC 執行役員 中国総代表  

戸林 知輝  コスモエネルギーホールディングス 北京代表処 首席代表 

三宅 正人  クボタ 北京事務所 首席代表 

池松 克紀   JFE エンジニアリング（北京）有限公司 総経理 

團 徹太郎 ENEOS(北京)企業管理   董事長 ENEOS 株式会社 中国

総代表 

山中  岳  東京電力 北京代表処 首席代表 

青木 馨   三菱重工業(中国) 董事長 総経理 

武田  清人  アルプス(中国) 総経理  

塚本 武   NEC 中国総代表 総裁 

堂園 憲治   NTT 通信系統（中国） 北京分公司 総経理 

永井 健志  NTT データ  執行役員 中国総代表 

本間 雅之  NTT DOCOMO China 通信技術 董事長 

高橋 洋   ソニー 執行役員、ソニー（中国）董事長・総裁 

本間 哲朗 パナソニック 副社長執行役員 中国・北東アジア社社長、

中国・北東アジア総代表、パナソニックチャイナ（有）会長 
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高澤 信哉   富士通(中国 董事長兼総経理 

森岡 秀   KDDI 東アジア総代表、北京凱迪迪愛通信技術 董事長 総経

理 

椋野 貴司   旭化成 常務執行役員 中国総代表 

西岡 昌平  ibg 上海（インターブリッジグループ上海）董事長兼総経理 

佐々木 要  資生堂麗源化粧品 総経理 董事 

藤永 剛史  住友化学投資（中国） 董事長総経理 

寺師 啓   東レ（中国）投資 北京分公司 総経理 

帖佐 陽生  凸版印刷 北京事務所 首席代表 

張 鑫  日本新薬 北京代表処 首席代表 

松崎 宏   三井化学 執行役員 中国総代表 

橋口 泰典  三菱化学控股管理(北京) 董事長総経理 

吉川雄一朗  住友生命保険公司 北京代表処 首席代表 

陸 酉  日興証券 北京駐在員事務所 首席代表 

坂下 栄人  日本銀行 北京事務所 首席代表 

篠原 康人  三井住友海上火災保険北京事務所 首席代表 

石井 秋夫  三井住友銀行（中国） 北京支店長 

林 純如  三菱 UFJ 信託銀行 北京駐在員事務所 首席代表 

佐藤 靖之  日本航空 中国地区総代表 

杉山 龍雄  NIPPON EXPRESS ホールディングス  

専務執行役員 東アジア地域総括 

高泉 宏康   日本郵船 中国総代表  

清酒 昭吉  イトーヨーカ堂（中国）投資 副董事長 

島田 克己  上海佳途国際旅行社(JTB) 北京分社 総経理 

小金井英生  世達志不動産投資顧問（上海） 董事長 

谷口  利英   全日空国際旅行社 総経理 

後藤 忍   長富宮中心 ホテル総支配人 

近田 年史  北京首開野村不動産管理 董事 総経理 

石川 恵太   北京電通広告 董事/総経理 

大澤 英俊  日中経済貿易センター 代表理事 理事長 

田中 雅教  日本国際貿易促進協会 北京事務所 所長・首席代表 

高部 一郎   KPMG パートナー、グローバル・ジャパニーズ・プラク

ティス中国総代表 

宮崎 洋一  東芝 執行役員 中国･東アジア総代表、東芝（中国） 董

事長・総裁 

平山 淳也  理光（中国）投資 華北日系営業部統括 
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新野 裕司  宝酒造食品  総経理 

三浦 智志   監査法人トーマツ パートナー 

 

（北京日本倶楽部） 

多賀谷鉄平  三井物産（中国） 戦略企画部副部長 

黒澤 秀和  住友商事（中国） リスク管理部長 

木村  秀之  三菱商事（中国） 総経理 助理 

皆川 周司  中国人民大学 

重村 新吾  CMJ Pharma 総経理 

秋山 陽子   北京東文中医診療所 医生 

木全 晃子 北京和睦家医院 患者サービス＆リレーションズ部 日本語

担当 

八木  誠人  迦華国際医療 中医 

山田 義之  堀場（中国）貿易 北京分公司 総経理 

片桐 稜太  全日空 中国統括室 市場销售部 主管 

川崎 清義  名和環球物流 ／株式会社ケイロジ 

安田 玲美  北京世研伝媒広告 総経理 

山本 篤史  世達志不動産投資顧問（上海）北京分公司 副総経理 

小川 裕子  北京日本人学校 教頭 

堀米 良一  IPS フーズ 董事兼営業部長 

中嶋 恵里  インスパイシー 

草場 歩   日本貿易振興機構 副所長 

須藤  文江  北京星流信息技術 総合服務部経理 

宮川 長敏  在中国日本国大使館 領事部長 

遠藤 直美  JTB 北京 営業部長 

滝口 和孝   みずほ銀行中国北京支店 副支店長 

伊集院 兼史 日本航空 総務部経理 

松岡  鉄也  中国日本商会 事務局長 

宮部 敏明  双日（中国）総経理 

木檜 吉富   電源開発 総経理 

坂本 雅俊  佳世碧商務諮詢（上海）北京分公司 総経理 

細野 輝彦  北京日本人学校 校長 

岡田 勝  在中国日本国大使館 総務部長 

塩沢 英一  共同通信 中国総局長 

佐藤 真人  テレビ東京 北京支局長 

 



 
 

- 13 - 

 

（日本政府関係機関） 

米田 麻衣  在上海日本国総領事館 領事 

小野 綸佐子  在広州日本国総領事館 領事 

田辺 千佳   在瀋陽日本国総領事館 領事 

高田 章平   在大連領事事務所 領事 

佐藤 光夫   在重慶日本国総領事館 領事 

入江 遙    在青島日本国総領事館 領事 

 

（以上） 


