
香港・日本経済委員会
Hong Kong-Japan Business Cooperation Committee

香港と日本間の経済協力を促進し、双方の経済界による相互理解と交流を深めることを目的に1979年に設立。日本側組織「日本・香港経済委員会」の事務局である経団連と共に、
年に一度のハイレベル二国間協議を開催しています。香港貿易発展局では、日本以外にも、EU、フランス、韓国、英国と美国の5カ国・地域との経済協力委員会を設けています。

世界の香港貿易発展局のオフィス

2013年度 下期 活動レポート
香港貿易発展局 東京・大阪事務所

＜2013年10月～2014年3月＞

香港貿易発展局は、香港ならではの優位性と、世界各地に広がる40か所以上の拠点を生かした

グローバルネットワークを活用して、香港、中国本土、アジア、そして全世界にまたがる貿易を促進

するためのさまざまなサービスを提供しています。東京・大阪事務所では、今後もさまざまな活動を

通じて、香港・日本間の更なる経済の発展に寄与していきます。その活動の一部をご紹介します。
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2013年度 下期 活動レポート
香港貿易発展局 東京・大阪事務所

＜2013年10月～2014年3月＞

業務協力覚書（MOU）の締結

北九州市  10月1日＜於・北九州＞

（株）バンタンと（株）パルコが主
催し、日本と香港、韓国、台湾など
アジア圏の若手ファッション・デザ
イナーを発掘、インキュベートする
プロジェクト「アジア・ファッショ
ン・コレクション」に、香港貿易発
展局が後援団体として参画しまし
た。弊局が香港で主催する若手デザ
イナーコンテスト（YDC）の優勝者
を香港代表デザイナーとして本プロ

ジェクトに参加させました。10月に
東京、2月にニューヨークでランウェ
イ・ショーを行い、多くのメディア
や有力バイヤーに効果的にアピール
することができました。香港はアジ
アの流行発信基地として官民共同で
ファッションやデザイン産業を振興
しており、弊局も引き続き本プロ
ジェクトを支援してまいります。

（前列中央左）林天福（フレッド・ラム）・香港貿易発展局総裁
（前列中央右）北橋健治・北九州市長

　香港貿易発展局は毎年、国際展示会35本、国際会議2本を主催しております。この中で、日本からの出展者が特に多い展
示会として、11月の『ワイン＆スピリッツ・フェア』、1月の『ワールド・ブティック』、3月の『ジュエリー・ショー』『ダイヤモンド、ジェム＆
パール・ショー』および『フィルマート』、4月の『ギフト＆プレミアム・フェア』、7月の『ファッション・ウィーク（春/夏）』、8月の『フード・エ
キスポ』などがあります。産業分野は食品、宝飾、酒類、コンテンツ、ギフト、ファッションに及びます。2013年度下半期は、宝飾、コ
ンテンツ、ファッションという計3分野で計5展示会が実施され、例年にも増して日本からの参加者でにぎわいました。
　日本政府は近年、日本独自のモノやサービスを「クールジャパン」として海外に積極的に展開しています。実は今、香港は、
「クールジャパン」の世界市場へのスプリングボード（跳躍台）の役割を果たしています。日本の繊
細にして優美なデザインは、宝飾、コンテンツ、ファッションといった分野にも、大いに生かされていま
す。伝統的な職人芸を継承した高度な技術力も「クールジャパン」の重要な要素です。世界のバイ
ヤーは、高いコスト競争力を有するアジア諸国の製品を評価する一方、品質面の「安心」「安全」
「安定」の三拍子を兼ね備えた日本のプレミアム製品にも殺到しています。
　私ども東京・大阪事務所では、日本各地で行う業界セミナーや商談会を通じて、各地に眠るクー
ルジャパンの原石を発掘し、海外市場へといざなう活動に尽力しています。皆様が香港という格好
のビジネス・プラットフォームを活用し、世界の舞台へと飛躍されますことを、心より祈念致します。

香港貿易発展局 日本首席代表 古田茂美

◆アジア・ファッション・コレクション
10月19日＜於・東京＞　2月8日＜於・ニューヨーク＞

 「エコ・エキスポ・アジア」は香港最大の
環境保護関連展示会で、2013年は19カ
国・地域から297社が出展、98カ国・地域
から約1万3000人が来場しました。香港
の主なエコ・ビジネスとしては、グリーンビ
ルディング、一般ごみ処理、啓徳空港跡
地の再開発に関わる環境事業などが挙
げられます。この巨大市場への販路開

拓のため、日本からの同展示会への参
加者も多く、今回は独立行政法人日本
貿易振興機構（ジェトロ）が企画した
「ジャパン・パビリオン」のほか、
Panasonic Hong Kong Co., Limited、
JFEエンジニアリング（株）、Sekisui
（Hong Kong）Ltd.、旭化成ホームズ
（株）、東洋紡（株）、エスケー化研（株）

など21社が出展されました。商談内容と
しては、リサイクルや一般ごみ処理など
に関するものが目立ちました。一方、アジ
アにおける最新エコ情報を発信するた
めの「エコ・アジア・カンファレンス」では、日
本を代表して小川洋・福岡県知事、梅本
和秀・北九州市副市長が登壇し、日本の
優れた環境技術をアピールされました。

◆エコ・エキスポ・アジア2013　10月28日～31日＜於・香港＞

電気ビル共創館の会場を埋め尽くす聴衆

NYステージへの切符を手にしたデザイナーたち
（10月東京ステージにて）

◆think GLOBAL, think HONG KONG 国際化へのパートナー：香港　10月2日＜於・福岡＞

 香港貿易発展局と香港特別行政区政
府駐東京経済貿易代表部が主催する大
規模な香港プロモーション事業「think 
GLOBAL, think HONG KONG 国際化へ
のパートナー：香港」が10月2日、福
岡市で開催されました。香港からは30
人余りの財界人が来日し、午前中に大
規模な総合シンポジウム、午後に「食
品・農水産品」「環境テクノロジー」
「金融」「ギフト」といった4つの産
業のセミナーを行いました。本プロモ
ーション事業は、世界の先進経済地域
をターゲットに開催するもので、2011
年のロンドンを皮切りに、2012年には
東京、大阪で実施。2013年も、ニュー

ヨークおよびロサンゼルスで大成功を
収めました。今回は日本で3都市目の
開催となり、総合シンポジウムに約
400人、セミナーを合わせると延べ1000
人超の参加者が集う大規模なイベント
となりました。

大型プロモーション

ファッション

環 境

香港貿易発展局では、日本の中央省庁、経済団体、地方自治体、金融機関などからの要請に基づき、業務協力覚書
Memorandum of Understanding（MOU）を締結しています。日本各地の優れた商品、技術、サービスの市場を香港経由
で中国・アジアそして全世界へと拡大するのが狙いです。香港をビジネスのプラットフォームとして活用し、海外市場を開拓する
動き、地域間の交流を活性化する動きが加速しています。

西日本シティ銀行  10月2日＜於・福岡＞

（左）久保田勇夫・西日本シティ銀行取締役頭取
（右）林天福（フレッド・ラム）・香港貿易発展局総裁

大阪産業振興機構  10月14日＜於・香港＞

（左）周啓良（ベンジャミン・チャウ）・香港貿易発展局上席副総裁
（右）南部英幸・大阪産業振興機構理事長

大阪商工会議所  1月15日＜於・香港＞

（左）方舜文（マーガレット・フォン）・香港貿易発展局上席副総裁
（右）佐藤茂雄・大阪商工会議所会頭

エコ・アジア・カンファレンスにて日本の環境技術を
アピールする小川洋・福岡県知事

ジェトロが支援するジャパン・パビリオンをはじめ
日本から21社が出展

日本出展社と海外バイヤーが集まるジャパン・ナイト

（左から佐々木克・エフエム福岡社長、梁文傑
（MKリョン）ロナルド・ルー&パートナズ香港持続
可能事業部長、馮婉眉HSBC（香港）CEO、倉
富純男・西日本鉄道代表取締役社長、黄碧兒・
香港特別行政区政府駐東京経済貿易代表部
首席代表、林天福・香港貿易発展局総裁、小
川洋・福岡県知事、麻生泰・九州経済連合会会
長、蔡冠深・香港・日本経済委員会委員長、松
尾新吾・九州経済連合会名誉会長、石原進・九
州経済同友会代表委員、関家明・香港貿易発
展局研究部総監、鄭文聰・香港環境保護産業
協会会長、惣福脇亨 （そうふくわき・とおる）九州
経済連合会専務理事）古田茂美・香港貿易発
展局日本首席代表
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　農林水産省北陸農政局および北
陸三県（富山、石川、福井）と関
係諸団体のご後援の下、富山市
（11月19日）、金沢市（11月20
日）、福井市（11月21日）で、
「北陸キャラバン2013」と銘打
ち、食品販路拡大セミナーを開催
しました。初めに香港貿易発展局
から、香港における日本食品に対
する需要拡大と発展状況について
のプレゼンテーションを行い、富

山市と福井市では平松食品（株）
の平松賢介・代表取締役、金沢市
では（株）冨貴食研の岡田恒周・
代表取締役社長に、それぞれの企
業の展示会出展のご経験や海外市
場における販売状況についてご講
演いただきました。3市合計で100
人超の参加がありました。北陸地
方は、米並びに清酒の主要産地
で、各種農産物・海産物も豊富な
土地柄でもありますので、香港を

活用した今後の販路拡大に期待が
集まりました。

◆食品販路拡大セミナー　11月19日～21日＜於・北陸＞

　経済産業省北海道経済産業局、香
港貿易発展局、北海道バイオ産業ク
ラスター・フォーラム、一般社団法
人北海道バイオ工業会は京王プラザ
ホテル札幌において香港・健康食品
ビジネスセミナーを開催しました。
香港最大の健康関連産業の業界団体
「香港保健食品協会」の会長を務
め、アジア各国との貿易業を通じ、

香港の健康食品業界に30年以上携わ
る 蔡節禮（サムソン・チョイ）氏を
講師としてお招きし、香港での健康
食品市場の動向や規制の状況、香港
企業の商慣習など、香港へのビジネ
ス展開に役立つ情報についてご講演
いただきました。100人以上の方が参
加される盛況となりました。

◆香港・健康食品ビジネスセミナー　11月28日＜於・札幌＞

　日本のモバイルアプリケーション
やオンライン産業の海外進出を支援
するため、中国・東南アジア市場開
拓の足掛かりとなる香港の業界最新
事情を紹介するセミナーを11月6日に
東京ミッドタウンで開催し、香港企
業14社、日本企業64社から計約100人
の参加者を集めました。セミナーに
続いて行われたビジネスマッチング

昼食交流会にも、計100人近い業界関
係者が参加し、香港企業が紹介する
商品・サービスの内容に熱心に耳を
傾けました。同日はまた、「香港デ
ジタルエンターテインメント・ICTミ
ッション訪日団」として、東京都内
の関連企業への視察も行われました
。香港からの参加者は翌7日、大阪に
移動し、大阪企業を訪問。8日には大

阪市のグローバルイノベーション支
援拠点「大阪イノベーションハブ」
にて商談会を行いました。関西企業
30社と香港企業14社が商談会を実施
した後、大阪市に本社を置く顧客関
係管理（CRM）の先進企業などを視
察しました。

◆香港・日本 モバイルアプリケーション/オンラインゲーム産業 ビジネスセミナー＆ビジネスマッチング
　11月5日～8日＜於・東京、大阪＞

　 香 港ビジネス協 会 世界連 盟
（Federation of Hong Kong Busi-
ness Association Worldwide）の世界
大会「香港フォーラム」に、全世界か
ら370人近い会員が参加しました。こ

のうち日本全国からの参加者は総勢
114人に達し、国別での参加者数が世
界一となり、5年連続で「ベスト・アテン
ダンス・アワード」を受賞しました。ま
た、各協会の活動に対する受賞式で

は、沖縄日本香港協会が2013年5月に
開催した「アジア・フォーラム」が最も
成果のあったイベントとして、「ベスト・
イニシアチブ・アワード」を見事受賞し
ました。

◆第14回香港フォーラム　12月2日～3日＜於・香港＞
情報通信

食 品

食 品

日本香港協会

東京のセミナーで基調講演する香港ワイヤレ
ス・テクノロジー・インダストリー・アソシエーション
の章濤会長

香港一行による（株）プレミアム・エージェンシー
への企業訪問

大阪イノベーションハブでの商談会

11月19日、平松賢介・代表取締役による講演
（富山県民会館）

京王プラザホテル札幌のセミナー会場

フェアウェル・ディナーにて「ベスト・アテンダンス・アワード」を受賞する日本香港協会 「ベスト・イニシアチブ・アワード」を受賞する沖縄日本香港協会

　アジア最大規模を誇る「香港国際ラ
イセンシングショー」に、今年は19カ国・
地域から238社が出展し、1万8000人以
上の来場者を集めました。日本からは

一般社団法人キャラクターブランド・ライ
センス協会運営によるジャパンパビリオ
ンが出展し、日系企業15社がブースを
設けました。日本のキャラクターはアジア

各国において非常に人気が高く、アジ
ア各国を中心としたバイヤー多数が同
パビリオンに足を運び、各出展社と真剣
な商談を繰り広げました。

◆香港国際ライセンシングショー　1月6日～8日＜於・香港＞ ライセンス

大勢の来場者でにぎわうエントランス キャラクターブランド・ライセンス協会のジャパン・パビリオン

（左）ティモシー・ガイトナー前米財務長官、
（右）久保田勇夫・西日本シティ銀行取締役頭取

10月4日、東京での香港金融セミナーで講演する
鵜飼博史・日本銀行国際局審議役

パネルディスカッションで講演する
中尾武彦・アジア開発銀行総裁

　香港特別行政区政府と香港貿易発
展局などが主催する「アジア金融
フォーラム」は2014年で第７回目を迎
えました。今回は「アジア・・世界の経
済成長を促進」をテーマに、人民元の
国際化や上海自由貿易区などに関する
討議が行われました。日本からは中尾
武彦・アジア開発銀行総裁や久保田

勇夫・西日本シティ銀行取締役頭取が
パネルディスカッションで登壇。ティモ
シー・ガイトナー前米財務長官やオラ
ンダのイェルーン・ダイセルブルーム財
務大臣など世界の金融界の重鎮が多
数参加しました。久保田頭取は大蔵
省在職時に深交があった前米財政長
官ガイトナー氏との久々の再会に感慨

深げでした。香港貿易発展局はまた、
本フォーラムの開催に先駆けて、日本
各地で多数の金融セミナーを開催しま
した。10月４日には東京で「オフショア
人民元センターとして中核的な役割を
果たす香港における日本企業」「産業
資金の調達市場としての香港の金融
機能」をテーマに議論しました。

◆アジア金融フォーラム　1月13日～14日＜於・香港＞ 金 融
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　今回で 18 回目となる「香港フィ
ルマート」には、日本から過去最多
の 90 社が出展しました。会場内に
は独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ）と公益財団法人ユニ
ジャパンによるジャパン・パビリ
オンが設けられました。今回はま

た、札幌コンテンツ特区推進団体の
札幌映像機構がリージョン・オブ・
ジャパン・パビリオンを設置。北海
道をはじめ、新潟、富山、石川、愛知、
三重、京都、大阪、広島、高知、福岡、
佐賀、沖縄といった全国各地のコン
テンツホルダーが集結し、自慢のコ

ンテンツを PRしました。また、経済
産業省北海道経済産業局の増山壽
一局長をお招きし、関連セミナーに
て「クール・ジャパン戦略」の基調
講演をいただきました。

◆香港フィルマート　3月24日～27日＜於・香港＞

　「ワールド・ブティック香港」はアジア最
大のファッション展示会「香港ファッショ
ン・ウィーク（秋/冬）」と同時開催され、高
感度なブランドやデザイナーに焦点を当
てたファッションの展示会です。今回は
両フェア合計で29カ国・地域から1843
社が出展し、91カ国・地域から約2万
2000人の来場者を集めました。ファッショ
ンやデザインの分野において香港は、ア

ジア全体への流行発信基地となってお
り、特に成長市場である中国やアセアン
地域のバイヤーとの成約を目指す日本
勢の出展者が年々増えています。今回
はまた、衣服、カバン、靴などの革製品を
展示する日本のパビリオンに、経済産業
省の助成を受けて8社が出展したことも
あり、香港を除く国・地域別出展者数で
日本が最多の19社となりました。

◆ワールド・ブティック香港2014　1月13日～16日＜於・香港＞

　香港貿易発展局の「ジュエリー・
ショー」は従来、完成品と素材の両方が
1つの会場、1つの展示会に出品されて
いましたが、今年から2つの会場、2つの
展示会に分かれて開催されることになり
ました。両展示会の出展者は合計で
3856社と過去最多を更新し、宝飾関連
の展示会として世界最大規模となりまし
た。日本から両展示会への出展者は228
社で、昨年の「ジュエリー・ショー」への出

展者数を31％も上回る大幅増となりまし
た。素材展である「ダイヤモンド、ジェム＆
パール・ショー」には、弊局が業務協力覚
書（MOU）を結んでいる農林水産省か
ら支援を受けた独立行政法人日本貿易
振興機構（ジェトロ）と日本真珠輸出組
合によるジャパン・パール・パビリオン、製
品展である「ジュエリー・ショー」には日本
ジュエリー協会によるジャパン・パビリオン
が、それぞれ設けられました。会期中に

は、パビリオン出展者代表による記者発
表会や、ジュエリー・パレードなども開催
され、例年以上に日本のパールやジュエ
リーを世界にPRする機会となりました。こ
の結果、多くの出展者が目標以上の成
約を実現し、特にパールは5日間の会期
を通して大盛況が続き、世界各国のバイ
ヤーへの対応に、多くの出展者がうれし
い悲鳴を上げる結果となりました。

◆香港インターナショナル・ダイヤモンド、ジェム＆パール・ショー2014　3月3日～7日＜於・香港＞
◆香港インターナショナル・ジュエリー・ショー2014　3月5日～9日＜於・香港＞

コンテンツ

　香港と日本の財界トップが一堂に
会する合同会議が東京・大手町の経
団連会館で開かれました。第33回目
となる今回は、香港側から蔡冠深
（ジョナサン・チョイ）香港・日本経済
委員会委員長ら10人が参加し、日本
側は芦田昭充・日本・香港経済委員
会委員長をはじめとする9人が出席し

ました。会議では「上海自由貿易試験
区」「循環経済と未来型都市の開発」
「リバース・イノベーション」をテーマ
に活発な意見交換がなされました。
蔡委員長は、香港が中国本土ばかり
でなく、東 南アジア諸 国 連合
（ASEAN）地域にも広範なネットワー
クを有する点を挙げ、日本企業の同地

域への市場開拓に香港が大きな役割
を果たすことができるとアピールしま
した。香港財界人一行はまた、26日に
農林水産省や経済産業省を訪問。27
日には海江田万里・日本香港友好議
員連盟会長らと会合したほか、東京
都庁で舛添要一・東京都知事と会談
しました。

◆香港・日本/日本・香港経済委員会合同会議　3月26日＜於・東京＞ 港日経済交流

2013 年 7 月に和歌山県と香港貿易
発展局の間で業務協力覚書（MOU）
が締結されて以降、双方の経済交流
が活発化しています。こうした中、
香港貿易発展局の林天福（フレッ
ド・ラム）総裁が和歌山県を初めて
訪問し、和歌山県選出の二階俊博衆
議院議員（衆議院予算委員長）およ

び仁坂吉伸和歌山県知事との会食
が和やかに行われました。林総裁は
和歌山県各地を視察し、同県の伝統
産業や奥深い歴史、豊富な資源など
への理解を深めました。今後、双方
の経済交流がより一層発展するこ
とが期待されます。

◆香港貿易発展局総裁が和歌山訪問　3月29日＜於・和歌山＞ 港日経済交流

ファッション

宝 飾

日本のパビリオンには延べ1000人超のバイヤ
ーが訪れた

日本香港協会は今年も旧正月を祝
い、北海道から沖縄まで多数の会員
に加え、政官財界から来賓をお招き
し、春節パーティーを開催しました。
2013年3月に発足した新潟日本香港協
会は、今回が初めての春節パーティー
となりました。関西日本香港協会で
は、木全千裕（きまた・ちひろ）会長が

4月1日付けで全国連合会会長にご就
任内定したことを祝う行事も行われま
した。各地とも、内容に工夫を凝ら
し、ビジネスに直結するセミナーや活
動報告もあれば、音楽の演奏、舞踊な
どの演目もある、充実したパーティー
となりました。一方、香港経済貿易代
表部と香港貿易発展局は2月13日、ホ

テルオークラ東京で「香港春節レセプ
ション」を共同開催し、総勢500人以
上が集まる盛大な行事となりました。
※各地の日本香港協会春節パー
ティーのもようは機関紙『飛龍』4月号
をご参照ください。
http://www.jhks.gr.jp/kouhou/inde
x.html

◆日本香港協会の春節パーティー　2月3日～3月19日＜於・日本各地＞ 日本香港協会

2月3日のパーティーであいさつする
吉田至夫・新潟日本香港協会会長

2月19日の関西日本香港協会 春節パーティー
（左から5人目）蔡亮（ローラ・アーロン）・香港特別行政区政府駐東京経済
貿易代表部代表、（左から6人目）木全千裕・関西日本香港協会会長

（左から）佐々木由紀雄・香港経済貿易代表部投資推
進室室長、仁坂吉伸・和歌山県知事、王暁渡・中華人
民共和国駐日本大使館公使、海江田万里・日本香港
友好議員連盟会長、黄碧兒・香港経済貿易代表部首
席代表、松山良一・日本政府観光局理事長、蔡冠深・
香港・日本経済委員会委員長、古田茂美・香港貿易発
展局日本首席代表、堀和典・香港政府観光局日本局
長

ジャパン・パビリオン出展者によるジュエリー・パレードジャパン・パビリオン代表者らによる記者発表会95社が出展したジャパン・パール・パビリオン

増山壽一・経済産業省北海道経済産業局長による基調講演 札幌映像機構の「リージョン・オブ・ジャパン・パビリオン」

（最前列左から）讃井暢子 経団連常務理事、奈良久彌 
三菱総合研究所特別顧問、芦田昭充 日本・香港経済
委員会委員長、蔡冠深 香港・日本経済委員会委員長、
林天福 香港貿易発展局総裁、黄碧兒・香港経済貿易
代表部首席代表

（左）蔡冠深・香港・日本経済委員会委員長　
（右）海江田万里・日本香港友好議員連盟会長

（左）蔡冠深・香港・日本経済委員会委員長　
（右）舛添要一・東京都知事

和歌山市内の紀州料理「あおい茶寮」にて
（左）林天福香港貿易発展局総裁
（中央）二階俊博衆議院議員
（右）仁坂吉伸和歌山県知事

05 06

香港貿易CS4.indd   6 14/05/16   11:44



　今回で 18 回目となる「香港フィ
ルマート」には、日本から過去最多
の 90 社が出展しました。会場内に
は独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ）と公益財団法人ユニ
ジャパンによるジャパン・パビリ
オンが設けられました。今回はま

た、札幌コンテンツ特区推進団体の
札幌映像機構がリージョン・オブ・
ジャパン・パビリオンを設置。北海
道をはじめ、新潟、富山、石川、愛知、
三重、京都、大阪、広島、高知、福岡、
佐賀、沖縄といった全国各地のコン
テンツホルダーが集結し、自慢のコ

ンテンツを PRしました。また、経済
産業省北海道経済産業局の増山壽
一局長をお招きし、関連セミナーに
て「クール・ジャパン戦略」の基調
講演をいただきました。

◆香港フィルマート　3月24日～27日＜於・香港＞

　「ワールド・ブティック香港」はアジア最
大のファッション展示会「香港ファッショ
ン・ウィーク（秋/冬）」と同時開催され、高
感度なブランドやデザイナーに焦点を当
てたファッションの展示会です。今回は
両フェア合計で29カ国・地域から1843
社が出展し、91カ国・地域から約2万
2000人の来場者を集めました。ファッショ
ンやデザインの分野において香港は、ア

ジア全体への流行発信基地となってお
り、特に成長市場である中国やアセアン
地域のバイヤーとの成約を目指す日本
勢の出展者が年々増えています。今回
はまた、衣服、カバン、靴などの革製品を
展示する日本のパビリオンに、経済産業
省の助成を受けて8社が出展したことも
あり、香港を除く国・地域別出展者数で
日本が最多の19社となりました。

◆ワールド・ブティック香港2014　1月13日～16日＜於・香港＞

　香港貿易発展局の「ジュエリー・
ショー」は従来、完成品と素材の両方が
1つの会場、1つの展示会に出品されて
いましたが、今年から2つの会場、2つの
展示会に分かれて開催されることになり
ました。両展示会の出展者は合計で
3856社と過去最多を更新し、宝飾関連
の展示会として世界最大規模となりまし
た。日本から両展示会への出展者は228
社で、昨年の「ジュエリー・ショー」への出

展者数を31％も上回る大幅増となりまし
た。素材展である「ダイヤモンド、ジェム＆
パール・ショー」には、弊局が業務協力覚
書（MOU）を結んでいる農林水産省か
ら支援を受けた独立行政法人日本貿易
振興機構（ジェトロ）と日本真珠輸出組
合によるジャパン・パール・パビリオン、製
品展である「ジュエリー・ショー」には日本
ジュエリー協会によるジャパン・パビリオン
が、それぞれ設けられました。会期中に

は、パビリオン出展者代表による記者発
表会や、ジュエリー・パレードなども開催
され、例年以上に日本のパールやジュエ
リーを世界にPRする機会となりました。こ
の結果、多くの出展者が目標以上の成
約を実現し、特にパールは5日間の会期
を通して大盛況が続き、世界各国のバイ
ヤーへの対応に、多くの出展者がうれし
い悲鳴を上げる結果となりました。

◆香港インターナショナル・ダイヤモンド、ジェム＆パール・ショー2014　3月3日～7日＜於・香港＞
◆香港インターナショナル・ジュエリー・ショー2014　3月5日～9日＜於・香港＞

コンテンツ

　香港と日本の財界トップが一堂に
会する合同会議が東京・大手町の経
団連会館で開かれました。第33回目
となる今回は、香港側から蔡冠深
（ジョナサン・チョイ）香港・日本経済
委員会委員長ら10人が参加し、日本
側は芦田昭充・日本・香港経済委員
会委員長をはじめとする9人が出席し

ました。会議では「上海自由貿易試験
区」「循環経済と未来型都市の開発」
「リバース・イノベーション」をテーマ
に活発な意見交換がなされました。
蔡委員長は、香港が中国本土ばかり
でなく、東 南アジア諸 国 連合
（ASEAN）地域にも広範なネットワー
クを有する点を挙げ、日本企業の同地

域への市場開拓に香港が大きな役割
を果たすことができるとアピールしま
した。香港財界人一行はまた、26日に
農林水産省や経済産業省を訪問。27
日には海江田万里・日本香港友好議
員連盟会長らと会合したほか、東京
都庁で舛添要一・東京都知事と会談
しました。

◆香港・日本/日本・香港経済委員会合同会議　3月26日＜於・東京＞ 港日経済交流

2013 年 7 月に和歌山県と香港貿易
発展局の間で業務協力覚書（MOU）
が締結されて以降、双方の経済交流
が活発化しています。こうした中、
香港貿易発展局の林天福（フレッ
ド・ラム）総裁が和歌山県を初めて
訪問し、和歌山県選出の二階俊博衆
議院議員（衆議院予算委員長）およ

び仁坂吉伸和歌山県知事との会食
が和やかに行われました。林総裁は
和歌山県各地を視察し、同県の伝統
産業や奥深い歴史、豊富な資源など
への理解を深めました。今後、双方
の経済交流がより一層発展するこ
とが期待されます。

◆香港貿易発展局総裁が和歌山訪問　3月29日＜於・和歌山＞ 港日経済交流

ファッション

宝 飾

日本のパビリオンには延べ1000人超のバイヤ
ーが訪れた

日本香港協会は今年も旧正月を祝
い、北海道から沖縄まで多数の会員
に加え、政官財界から来賓をお招き
し、春節パーティーを開催しました。
2013年3月に発足した新潟日本香港協
会は、今回が初めての春節パーティー
となりました。関西日本香港協会で
は、木全千裕（きまた・ちひろ）会長が

4月1日付けで全国連合会会長にご就
任内定したことを祝う行事も行われま
した。各地とも、内容に工夫を凝ら
し、ビジネスに直結するセミナーや活
動報告もあれば、音楽の演奏、舞踊な
どの演目もある、充実したパーティー
となりました。一方、香港経済貿易代
表部と香港貿易発展局は2月13日、ホ

テルオークラ東京で「香港春節レセプ
ション」を共同開催し、総勢500人以
上が集まる盛大な行事となりました。
※各地の日本香港協会春節パー
ティーのもようは機関紙『飛龍』4月号
をご参照ください。
http://www.jhks.gr.jp/kouhou/inde
x.html

◆日本香港協会の春節パーティー　2月3日～3月19日＜於・日本各地＞ 日本香港協会

2月3日のパーティーであいさつする
吉田至夫・新潟日本香港協会会長

2月19日の関西日本香港協会 春節パーティー
（左から5人目）蔡亮（ローラ・アーロン）・香港特別行政区政府駐東京経済
貿易代表部代表、（左から6人目）木全千裕・関西日本香港協会会長

（左から）佐々木由紀雄・香港経済貿易代表部投資推
進室室長、仁坂吉伸・和歌山県知事、王暁渡・中華人
民共和国駐日本大使館公使、海江田万里・日本香港
友好議員連盟会長、黄碧兒・香港経済貿易代表部首
席代表、松山良一・日本政府観光局理事長、蔡冠深・
香港・日本経済委員会委員長、古田茂美・香港貿易発
展局日本首席代表、堀和典・香港政府観光局日本局
長

ジャパン・パビリオン出展者によるジュエリー・パレードジャパン・パビリオン代表者らによる記者発表会95社が出展したジャパン・パール・パビリオン

増山壽一・経済産業省北海道経済産業局長による基調講演 札幌映像機構の「リージョン・オブ・ジャパン・パビリオン」

（最前列左から）讃井暢子 経団連常務理事、奈良久彌 
三菱総合研究所特別顧問、芦田昭充 日本・香港経済
委員会委員長、蔡冠深 香港・日本経済委員会委員長、
林天福 香港貿易発展局総裁、黄碧兒・香港経済貿易
代表部首席代表

（左）蔡冠深・香港・日本経済委員会委員長　
（右）海江田万里・日本香港友好議員連盟会長

（左）蔡冠深・香港・日本経済委員会委員長　
（右）舛添要一・東京都知事

和歌山市内の紀州料理「あおい茶寮」にて
（左）林天福香港貿易発展局総裁
（中央）二階俊博衆議院議員
（右）仁坂吉伸和歌山県知事
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香港・日本経済委員会
Hong Kong-Japan Business Cooperation Committee

香港と日本間の経済協力を促進し、双方の経済界による相互理解と交流を深めることを目的に1979年に設立。日本側組織「日本・香港経済委員会」の事務局である経団連と共に、
年に一度のハイレベル二国間協議を開催しています。香港貿易発展局では、日本以外にも、EU、フランス、韓国、英国と美国の5カ国・地域との経済協力委員会を設けています。

世界の香港貿易発展局のオフィス

2013年度 下期 活動レポート
香港貿易発展局 東京・大阪事務所

＜2013年10月～2014年3月＞

香港貿易発展局は、香港ならではの優位性と、世界各地に広がる40か所以上の拠点を生かした

グローバルネットワークを活用して、香港、中国本土、アジア、そして全世界にまたがる貿易を促進

するためのさまざまなサービスを提供しています。東京・大阪事務所では、今後もさまざまな活動を

通じて、香港・日本間の更なる経済の発展に寄与していきます。その活動の一部をご紹介します。

イスタンブール
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