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香港・日本間の経済貿易交流最新情報

日本首席代表 ベンジャミン・ヤウ
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日本への好感度が高い香港

出処：アウンコンサルティング株式会社 (2020)
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「訪日ロス」による影響
～募る「郷愁」の念

⚫ 香港人に愛される日本
⚫ 日本の隅々まで熟知
⚫ 日本にあって香港にないもの
⚫ 世界一のグルメが評価する日本食
⚫ 高まる日本語学習熱
⚫ 日本の映画・TVドラマ・マンガ・

アニメ・キャラクター好き
⚫ 日本のブランドが好き

2021年1月5日
讀賣新聞福岡版
夕刊記事
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香港で業容
拡大中の日
系企業の例

DONDONDONKI

@cosme store

Sushiro

MosBurger
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香港と日本間の活発な交流関係

日本産農林水産物・食品輸出額

出処：農林水産省
輸出統計 (2020)

国／地域 輸出額 （億円）
構成比

（％）

1 香港 2,600 22.3

2 中国 1,638 17.8 

3 アメリカ 1,188 12.9

4 台湾 976 10.6 

5 ベトナム 534 5.8 



「ゲートウェイ」としての香港

日本独自の
ノウハウや
企業文化

香港：日本独自の企業文化とは異なる「強み」を持った
【GATEWAY】機能 ※例：言語・商文化・各種規制・貿易知識

「グローバルな企業文化」への変換
（日本企業の「強み」は活かしながら）

【GATEWAY】

中国・アジアを中心
としたグローバル市
場

http://www.mobicon.com/en


【GATEWAY】

香港企業の「ゲートウェイ」機能

日本企業

（1） 中国市場

（2） 国際市場 （欧米等）

（3） アジア市場

Etc.

【香港企業】

アジアのマーケット
ニーズを熟知 多言語を扱う有能

な人材を保有 各地域の規制を
熟知 当局とのシビアな

折衝が得意
豊富な資金力商習慣・ニーズ等が異なる「日本企業」と「中国・アジア市場」

との【仲介役】 ⇒ GATEWAY機能

競争力のある商品・サービス

http://www.mobicon.com/en
http://www.mobicon.co/
http://www.mobicon.com.sg/
http://www.mobicon.com.my/
http://www.mobicon.com.sg/
http://www.mobicon.com.sg/


香港貿易発展局
オンライン・プロモーション・プラットフォーム
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世界規模のトレードフェア 出展者：39,000+
バイヤー：750,000+
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日本食
日本酒の
販路拡大
支援

380社以上

香港フードエキスポ
香港国際ワイン＆スピリッツフェア
2019年度出展 日本企業数
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高品質な
日本製の
商品
伝統工芸品

370社以上

香港ハウスウェアフェア
香港国際ジュエリーショー
2018年度出展 日本企業数
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文化
観光
プロモー
ション

130社以上

香港ブックフェア
香港国際ライセンシングショー
香港フィルマート
2019年度出展 日本企業数
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香港貿易発展局の
オンラインマーケットプレイス
hktdc.com Sourcing

HKTDC展示会へ来場経験のある数々の国際バイヤーの登録総数

HKTDC展示会の出展者やプロダクトマガジンへの広告出稿企業含む

質の高い優良サプライヤーの総数

Communicator Awards
✓ Business Website, Award of Distinction
✓ Website User Experience, Award of Distinction
✓ Website Redesign, Award of Distinction

WebAwards
✓ Outstanding Website

Internet Advertising Competition
✓ Best Directory or Search Engine Website

MobileWebAwards
✓ Best Directory or Search Engine Website

Galaxy Awards
✓ Business to Business Website, Honors Award

Davey Awards
✓ Business Website, Silver Award

アワードと評価
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JETRO x HKTDC コラボレーション @hktdc.com
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期間限定のバーチャル展示会

SSWGO
2020年7月
（12日間）

ASWO
2020年11月
（12日間）

ISS
2021年3月
（15日間）

出展者数 バイヤー数 オンライン

（国・地域） （国・地域） 商談数

SSWGO 1,300 (14) 13,000 (118) 4,500

ASWO 2,600 (33) 27,000 (132) 9,000

ISS 1,455 (20) 23,000 (131) 7,400

累計 5,355 63,000 20,900

◼ Virtual 3D Booth
◼ Click2Match：サプライヤーからお薦め

バイヤーにアプローチできるシステム
◼ ブース位置による優劣がない
◼ 真剣且つ調達意向が強いバイヤーのみが参画
◼ 時差を克服できれば欧米・アフリカとも商談

可能
◼ 語学力・コミュニケーション力と熱意が鍵
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ポストコロナ・マーケティング・プラットフォーム

ハイブリッドモデル

バーチャル・イベント・プラットフォーム



日本と香港のイノベーション＆テクノロジー
コラボレーション
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日本・香港イノベーション＆テクノロジー

コラボレーション

香港の強み：
• 国際都市
• GBA市場
• 大学・研究機関

日本の強み：
• 技術開発
• 国内経験
• 高品質製品

協業

コラボレーション事例：

医療・ヘルスケア機器 高齢者やリハビリサービス
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香港：オープンイノベーション

オープン

イノベーション

優位

国際性

産業
アカデミア

政府
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香港のイノベーション＆テクノロジー機関
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科学技術拠点としての大湾区

1位の東京／横浜に次いで香港／深圳／広州が続き2位

THE TOP 100 SCIENCE AND TECHNOLOGY CLUSTERS, World Intellectual Property Organization (WIPO)

特許出願数 発表論文数 特許ｼｪｱ 論文ｼｪｱ 合計ﾎﾟｲﾝﾄ 前回ﾗﾝｸ ﾗﾝｸ変動



スマートシティ バイオ医薬品・
健康長寿

AI とロボティクス フィンテック

ビジネス環境の発展～イノベーション

香港側

深圳側
香港・深圳 イノベーション・
テクノロジー・パーク建の設計画

◼ 香港と深圳の境界にある落馬洲河套
地区に87ヘクタールのハイテクパー
クを建設予定

◼ 「大湾区」構想におけるイノベー
ション推進の基幹施設に

◼ 世界中から先端的な企業や研究・教
育機関を誘致し、様々な先端テクノ
ロジー分野での研究開発を奨励
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バイオテクノロジー企業のためのIPO資金調達ハブ

APACで最大かつ世界で2番目に大きいバイオテクノロジー企業の資金調達ハブ

2018年に、収益前のバイオテクノロジー企業を歓迎する新しい上場規則が
含まれるようになりました。

新規上場：28 社（2018年4月– 2020年12月）

Akeso (09926)
調達した初期資金: HK$2,967M

上場日: 24/04/2020

InnoCare (09969)
調達した初期資金: HK$2,576M

上場日: 23/03/2020

Venus Medtech (02500)
調達した初期資金: HK$2,980M

上場日: 10/12/2019

Innovent (01801)
調達した初期資金: HK$3,799M

上場日: 31/10/2018

BeiGene (06160)
調達した初期資金: HK$7,084M

上場日: 08/08/2018

SciClone (06600)
調達した初期資金: HK$2039.5 M

上場日: 3/3/2021

(Sources: 

HKEX) 



ASGHの主な内容

✔公衆衛生の未来を学び、専門性の高いコラボ促進

✔イノベーションと投資を模索

✔ヘルスケアの最新情報入手

✔アジアでの新規ビジネス機会の創出

✔新たなパートナーシップの構築

✔新規事業者と投資家のマッチメイク

✔個別相談による事業アップデート

✔デジタル・ヘルス、コミュニティ・ヘルス、バイ

オテクノロジー、医療、医療機器、研究開発、保険等 に至る

まで幅広い分野をカバーした充実のプログラム

ASIA SUMMIT ON GLOBAL HEALTH (ASGH)
アジア・グローバルヘルス・サミット（2021年11月24日開催）

三井物産の安永竜夫会長も名誉アドバイザーとして
本サミットに参画しています。

サミットの主な構成

①メイン・サミット

世界中からヘルスケア分野の専門家・トップリーダーが 集

結し、最新情報を発信・議論

②ピッチング（投資家と事業者のマッチメイキング）

資金調達、投資、ビジネスパ

ートナーシップの模索。

世界中から投資家と新興企業

をコネクティング

③ファイアサイド・チャット

更に細かな専門別分野に分か

れてのより深い実践議論

コロナウイルスにより健康ニーズが一層高まり、世界的に「健康投

資ブーム」が到来しています。

新たなヘルスケアサービスの創出が見込まれ、日本政府は「ヘルス

ケア分野」を重要な成長戦略のひとつと位置付けています。ASGHは

新たな分野に切り込む初開催のグローバル・サミットです。
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スタートアップへの全面的なサポート

5. コミュニティ

スタートアップ：香港貿易発展局の役割

2. 資金調達

3. 市場開拓

4. ビジネス開発

1. 市場評価
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スタートアップ・エクスプレス・プログラム

導入ワーク
ショップ

パワー
ミートアップ

スタディー
ミッション

トレード
プロモーション

ブランド
プロモーション

2018年以来:

740+ 申し込み

40+ 優勝者

実績:

1,900+ メディア報道

30+ 国際トレード・イベント

20+ パワーミートアップ



27

スタートアップ：日本・香港コラボレーション

エンタープライズ・コネクト「ワールドシリーズ」
日本企業は、香港のスタートアップと問題点を共有し、イノベーションとテクノロジー
における可能なコラボレーションとパートナーシップを模索します。

「エコシステムからエコシステムへ」戦略
日本のピッチングデーやインキュベーションプログラムなどを介して、香港のスタート
アップと日本のスタートアップを結び付けます。
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香港貿易発展局 Hong Kong Trade Development Council

◼1966年に香港の法令に基づき設立された準政府系機関

◼香港と海外各地との間の双方向の貿易促進を担う

◼世界50ヶ所（中国本土13ヶ所）に拠点を擁し、日本では
1971年に東京事務所、1981年に大阪事務所を開設

◼香港における国際展示会・国際会議（年間合計約40本）
を主催するほか、香港・中国へのミッション団の派遣、
香港・中国からのミッション団の受け入れ、貿易引合業
務、ビジネスマッチング（有料）、ビジネスアドバイザ
リーサービス（無料）、O2Oビジネスプラットフォーム
などを提供



ご清聴ありがとうございました

www.facebook.com/HKTDC.Japan

東京事務所
住所：〒102-0083

東京都千代田区麹町3-4

トラスティ麹町ビル6階

Tel: 03-5210-5850

Fax: 03-5210-5860

Email: tokyo.office@hktdc.org 

大阪事務所
住所：〒541-0052

大阪市中央区安土町2-3-13

大阪国際ビルディ ンｸﾞ10階

Tel: 06-4705-7030

Fax: 06-4705-7015

Email: osaka.office@hktdc.org 


