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＜会社概要＞ 

【株式会社 GL-Plaza ジャパン】   

本社所在地  東京都港区浜松町 1-25-11 宮下ビル 3F 

代表取締役会長  小嵜 秀信 

取締役社長     臧迪 

事業内容    中国向け越境 EC 事業、訪日インバウンド支援事業 

URL       http://www.gl-plaza.jp 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

株式会社 GL-Plaza ジャパン 

広報担当  溝越 

TEL  03-5408-5939 

 

 

 


