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野中  敏昭　会長
　皆様こんにちは。
2月5日は笑顔の日
です。（いつもニコニ
コと笑顔になってい
ようという日）

　笑顔は人を魅力的に見せる表情ですが、
実は見た目だけでなく、内面にも良い効果を
もたらします。笑顔になることで脳が刺激さ
れ、免疫力を高めるホルモンが分泌されるほ
か、笑うことで自律神経が整えられるとも言
われています。つまり、笑顔でいることが多い
人は、心も体も健康的になりやすいのです。

ロータリーソング

卓話

会 長 の 時 間

テーマ

笑顔で免疫力（抵抗力）をつけて、新型コロナウイルス
に負けないで頑張りましょう。
　さて、ロータリークラブはそもそも、職業倫理を重んず
る実業人、専門職業人の集まりであります。
ロータリークラブの奉仕の精神は日本の伝統精神と通
底するところがあり、長い目で見た場合、私たちの活動
が真の日本再生の「縁の下の力持ち」になるのではない
かと思います。
 　最近の日本の経済社会は、偽物や偽りが横行してい
ます。職業倫理、企業倫理は地に堕ちたという感じも致
します。しかし、日本人はもともと、「お天道さまが見てい
らっしゃるから、手を抜いた仕事はできない」という職業
倫理を、上は大企業のトップから、下は一介の職人さん
まで、共有していたのであります。日本人にとっては、本
来、職業倫理を厳しく求め、社会貢献に精を出すことは、
それほど違和感がないのではないかと思うのですが、
昨今はそれが大きく崩れているような気がしてなりませ
ん。
 　海外で、社会貢献の代表的な人物としてよく挙げら
れるのが、アメリカの「鉄鋼王」と言われたアンドリュー・
カーネギーであります。ロータリークラブが発足した頃
には、すでに「鉄鋼王」の地位から退き、莫大な財産をも
とに社会貢献に尽力していた人であります。カーネギー
は、「社会貢献は富を持つ者の義務であり、裕福なまま
死ぬのは道徳上の最大の罪だ」という信念を持ってい
ました。どこか仏教で言う「利他の精神」を彷彿させる考
え方であります。最近では、マイクロソフト社のビル・ゲ
イツ会長が、カーネギーを見習って社会貢献に励んで
いると言われています。
　「日本のカーネギー」と言われたのが、明治維新の頃
から昭和の初めまで、経済界から教育界まで、幅広い分
野で活躍し、「日本資本主義の育ての親」と言われた渋
沢栄一であります。彼は、今年のNHK大河ドラマ「青天
をつけ」の主人公でもあります。 渋沢栄一が偉かったの
は、これらの事業に名誉職的な立場で関わるのではなく

すべてに心血を注ぎ、惜しみなく私財を投じたことです。
渋沢が晩年、訪米したとき、現地の新聞記者から「あな
たは日本のカーネギーだそうですね」と言われたという
エピソードが残っています。
渋沢栄一本当のすごさは私心のなかったことです。自分
の生涯を世のため、人のために使い切ったことです。
 渋沢栄一は、「国の富を成す根源は仁義道徳であり、正
しい道理にかなった富でなければ、その富は完全に永
続することはできない。」と主張しています。
　江戸時代から明治・大正、そして戦前の昭和時代まで
は、日本の経済界には渋沢栄一的なリーダーが各地に
存在し、日本経済の精神的な舵取りを必死に行ってい
たのであります。その精神的な遺産があったからこそ、
日本は戦後、曲がりなりにも奇跡の復興を遂げ、世界に
冠たる経済大国になることもできたのであります。
　新型コロナによって、 都市と地方の格差、大企業と中
小・零細企業の格差は一段と広がり、日本経済はもとよ
り世界経済もトンネルの中にあります。
　日本社会の奥深くに、ＤＮＡとして眠っている「利他
の精神」を眠りからさましてやれば、日本は蘇ると確信し
ています。そういう意味で、職業倫理を大切にし、社会貢
献を実践している私たちロータリアンは、日本再生の「縁
の下の力持ち」になりうる存在だと思います。
　2月に入り、私の会長の時間も、あと５か月となりまし
た。もうしばらく、お付き合い願います。

鯖江商工会議所事務局長

藤 井   智 正　様
「海外プロモーション越境ＥCサービスの提案」 「ＲＥＮＥＷについて・・・」

実行委員長  谷口 康彦  様
事務局長  　森　 一貴  様

瀧ヶ花　秀晃　幹事
・2月は家庭会合開催月間です
が、コロナ禍の為大都市圏は
緊急事態宣言が1ヶ月伸びま
したし、福井県では感染警報
が延長という事ですので、延期

とさせていただきます。
・本日は例会終了後理事会を開催いたしますので、理
事者の方々は例会終了後、この場にお集まりください。

会員卓話　予定
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卓話を楽しみに　勤続表彰ありがとうございます

勤続表彰を頂いて

　〃　卓話を楽しみに　

　〃　
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卓話を楽しみに

ちょっとよいことがありました

誕生祝いをいただいて

　〃

勤続祝いをいただいて　申し訳ありませんが、早退します

野中　敏昭　会員
野呂　和夫　会員
梅田　吉臣　会員
窪田　健一　会員
孝久　治宏　会員
齋藤多久馬　会員
岩尾　顕治　会員
橋本　政宣　会員
園　　幸雄　会員
深見　泰和　会員

幸道　森市　会員　園　　幸雄　会員
大島　恒彦　会員　増永　英彦　会員

誕生祝誕生祝い

橋本　政宣　会員　　小淵　洋治　会員
園　　幸雄　会員　　西尾　俊一　会員

卓話者紹介　梅田　吉臣　プログラム委員長
　こんにちは、商工会議所ではいろんな活動をされて
いまして、1階にはYouTubeの出来るスタジオもできま
して、1月14日に私ども会員にご紹介いただきメルカリ
のように海外でも商品を媒介できるというお話を聞き
まして、ご商売されている方にはご参考になるかと思

い、卓話をお願いしました。
卓話者　鯖江商工会議所
　　　　事務局長　藤井　智正　様
テーマ　「越境EC」＋「海外YouTuberプロモーション」
　　　　（海外販売ワンストップサービス）のご紹介
　鯖江商工会議所は、海外越境ECプラットフォーム

「ZenPlus」 (ゼンマーケット株式会社 事業代表：ナウモヴ・アンドリイ、オレク
サンドル・コーピル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソ ン・マルガリータ 本社所
在地：大阪市西区立売堀) と代理店契約を締結しました。また海外you Tuber 
とのネットワークを活かしたプロモーションサービスを行う「PROMO JAPAN」
（ダイレクト株式会社：代表取締役：田中康晴、甲斐武彦本社所在地：大分県大
分市都町) と連携し、中小企業が、自社の商品を気軽に低予算で 海外に販売
できるサービスを実施します。
【背景と目的】
　鯖江商工会議所は、中小企業の国内外に向けたブランド発信・持続的なイノ
ベーション創出を支援する事業の一環として、最新のテクノロジーを活用した
「モノづくり産業のDBX（デジタルビジネストランスフォーメーション）化」に向
けた取組を実施しています。
　今回はその第二弾として、海外 YouTuber によるプロモーションを活用した
越境ECモールを 開設します。 新型コロナウイルスによる海外渡航中止によっ
て、海外の商品をEC サイトで買い 求める流れが加速する中、中小企業が、越
境ECサイトを利用し、日本国内の商品を海外に向けて効果的に販売すること
で、ビジネスの幅を国内だけでなく世界に広げていくことを目指します。
【具体的な取り組み】
【 ZenPlusとは】
　販売代行で世界135ヶ国に発送実績を持つゼンマーケット株式会社の運営
する海外越境ECプラットフォームです。次の11ヶ国語に対応しています。（英語、
ロシア語、フランス語、スペイン語、ウクライナ語、中国語、台湾語、マレーシア語、ベ
トナム語、アラビア語、日本語） また、対応できる通貨は、米ドル、ロシアルーブル、
ユーロ、中国元、他、計32通貨です。パソコン上で使用されている仮想通貨荷も
対応していて、ビットコイン（ Bitcoin ／ BTC）、イーサリアム （Ethereum ／ 
ETH）、他計50通貨対応しています。詳しくは、次のURAをご覧ください。
ZenPlus 出店登録ページ：https://seller.zenplus.jp/signup?aId=9CB1A0A7
　ゼンマーケット株式会社は、サブスクリプションサービス ZenPopや、海外向
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「越境ＥC」+「YouTuberプロモーション」
サービスのご紹介

け購入代行サービスZENMARKET の運営も行っています。このZenPlusサービ
スを利用する上での特徴として、①外国語は一切不要です。・出品作業もすべ
て日本語で可能。・自動でZenplusが翻訳します。②海外への発送はZenPlusに
お任せください。商品の発送は国内の物流センターまででOKです。・吹田物流
センター・門真物流センター③決済代行いたします。ZenPlusが各国通貨で決
済代行し日本円でお支払い。

【 PROMO JAPANとは】
　所在地は大分県で、社名はダイレクト株式会社です。事業内容は、YouTuber
による企業様、地方自治体様向けまた、海外 YouTuber を活用した、プロモー
ションサービスです。
　企業理念に「世界に WAO ！を」を掲げ、世界中の方々に日本の良い商品や
場所、サービスなどをご紹介する事で、日本の価値向上と経済の発展に貢献す
る事を目指しています。JAPAN Qualityを世界に広め
るご支援が出来ればと思います。日本から世界に、日
本の素晴らしい歴史・文化・ライフスタイル・サービス
・商品をお届けします。
　海外 YouTuberを利用するメリットとして、①圧倒的
な情報量。②　　視聴者と同じ目線での発信。③口コミ効果。「あのYouTuber
が紹介していた商品/場所いいなぁ。」④継続的なマーケティング効果（動画は
Web上で半永久的に閲覧できますし、海外向け紹介動画として二次利用も可）
が挙げられます。
　この会社から鯖江商工会議所に、WAO!と声がかかりました。何故かというと
1階のSCCが出来た事によって、我々がいろんな情報を発信していることに共
感を持たれて、一緒に組んで世界に向けてこのサービスを展開していきましょ
うと、パートナーとして鯖江商工会議所がふさわしいという事で、選んでいただ
いた経緯があります。
　「越境EC」＋「海外YouTuberプロモーション」とは、Zen PlusとPROMO 
JAPANを組み合わせたもので、今までなかったサービスを提供できることとな
りました。
　これらのサービスは、鯖江商工会議所のホームぺージ内『PROMO JAPAN問
い合わせフォーム』からアクセスできます。（以下、全体の流れ）
STEP①鯖江商工会議所HP「PROMOJAPAN問い合わせフォーム」より連絡
STEP②ダイレクト㈱より担当者へ連絡後、初回打合せ
STEP③YouTuberの提案と見積りを提出
STEP④YouTuber確定後、指定場所（国内）に商品を発送頂きます
STEP⑤制作動画確認
STEP⑥YouTub配信


