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香港と日本の経済・ビジネス分野での
提携を再定義する大型シンポジウム、再び

なぜ香港？

香港香港貿易発展局（ＨＫＴＤＣ）は香港にとっての新たなマーケットとビジネスチャンスの開拓を目的として１９６６年に設立された政府系機関です。
香港本部のほか、世界約５０都市（うち中国本土１３都市）に海外事務所を設置し、中国本土やアジアをはじめとした世界各地でビジネスを行う
ためのプラットフォームとして、香港の利用促進を図る活動を行っています。設立以来５０年以上にわたり、香港貿易発展局は国際展示会、国際会
議、ビジネスミッションなどを主催し、中小企業を主な対象として、中国本土や世界の主要マーケットでのビジネスチャンスを提供しています。ま
た、さまざまな出版物やリサーチレポート、メディアルームを含むデジタルチャネルを通じて有益な情報を発信しています。

主催者について

林鄭月娥
（キャリー・ラム）
香港特別行政区
行政長官

香港から約200名のミッション団が
来日、日本のビジネスリーダーとの
交流を通じてマーケットの最新情報
を共有します

2018. 11. 1（木） 日・英同時通訳付き

中小企業基盤整備機構

参加希望のプログラムに☑してください。
昼食懇親会のみの参加は不可。テーマ別分科会の複数選択は不可となりますのでご了承ください。

受付開始（08：30）
メインシンポジウム（09：15-12:30）       
昼食懇親会（12:30-14:00） 

テーマ別分科会（14:00受付開始、複数選択不可）

◎中国・アセアン市場とその攻略法（14:15-16:30）
◎スマートシティのABCD ‒ AI、ブロックチェーン、クラウド、データ 
（14:15-17:15）
◎スマートファイナンスとスマートリビングでアジアの力を強化
（14:15-16:15）    
◎ヘルシーエイジング技術の最新動向（14:15-16:15） 
◎中国が描く金融成長戦略とその展望（13:30-15:00） 
◎日本企業のための法的リスク管理（14:15-16:15）
◎快適な暮らしを彩る空間づくりとデザイン（14:15-16:15）

ビジネス相談会（09:15-17:30）
◎サービス分野     
日本、香港、中国本土、アセアンを含むアジア地域における法務、税、会計、会社設立に関す
るお悩みや、グローバルビジネスにおける注意点について、香港の専門家がアドバイスする

◎ベンチャーキャピタル分野 
香港ベンチャーキャピタル＆プライベートエクイティ協会のミッション団が来日し、
日本企業とのビジネスの可能性を探る

◎スタートアップ分野 
香港のスタートアップ企業からなるミッション団が来日し、日本企業とのビジネスの可能
性を探る

ビジネス商談会（14:00-17:30）
◎食品分野（14:00-17:30）
世界的な和食ブームの中、未知の食品と食材を求めて香港外食産業協会が率いる
香港バイヤー約20社がミッション団として来日する

◎投資分野（15:00-17:30） 
日本が持つ優れた産業ロボット、ハイテク製品の購買、日本企業との技術提携を模索する
ため中国江蘇省から約20社がミッション団として来日する

◎技術分野（15:00-17:30）
香港のIT（情報技術）業界団体がICT（情報通信技術）分野での日本との協業を目指し、
約10社から成るミッション団を率いて来日する

参加費無料（昼食付き）
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私は上記の情報が、香港貿易発展局（HKTDC）および共催者（香港金融管理局、香港特別行政区政府投資推進局、サイバーポート、香港サイエンス・テクノロジーパーク、香港特別行政区政府
法務局、香港デザインセンター）により、ダイレクト・マーケティングまたはビジネス・マッチングを目的としたデータベースへの登録に使用される可能性があること（またそれにより香港内外で公
開される可能性があること）、またHKTDCのプライバシー保護規約（詳細はwww.hktdc.com/mis/pps/en）に記載されたその他の目的のために使用される可能性があることを了承します。
私は本フォームに記載された目的のために個人情報を公開することに関し、本フォームに名前が記載された個人の同意と許可を得ていることを確認します。

FAX返信先
（香港貿易発展局 東京事務所）

E-mail:
または03-5210-5860 tokyo.office@hktdc.org

@

 一帯一路
　　               粤港澳大湾区
  香港・アセアンFTA
    の中心に位置する

5時間圏以内に
世界人口の半分　

が居住　
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        外資系企業のうち
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（米ヘリテージ財団調べ）

こちらからもお申し込みしていただけます。　　公式サイト： www.thinkglobalthinkhk.com

ご来場者の中から抽選で
日本 ⇔ 香港

ビジネスクラス往復航空券が
ペア1組に当たる！

2018.９.２０制作

主 催

100を超す香港パートナーおよび後援団体の一覧は公式サイトをご参照ください ▲



羅康瑞
（ビンセント・ロー）
香港貿易発展局

会長

林鄭月娥
（キャリー・ラム）
香港特別行政区
行政長官

日本企業のための法的リスク管理
・司法の独立性がアジアで最高となっている（世界経済フォーラム調べ）
・香港には事務弁護士（ソリシター）を抱える地元法律事務所が約900あり、国際的な法律事務所も
80以上を数える

・香港はアジアで最適な国際仲裁センターの一つである

快適な暮らしを彩る空間づくりとデザイン
・東洋と西洋の文化的背景を合わせ持ち、早くからグローバル化を成し遂げた香港のデザイン
製品・サービスは、中国本土やアセアン地域で広く受け入れられている

・世界有数の人口過密地域である香港では、限られたスペースをいかに有効活用するかについ
て知恵と工夫が蓄積されている

中国・アセアン市場とその攻略法
・日本から香港への輸出の70％超が香港から他国・地域に再輸出され、香港からアセアンへの
輸出の97％は再輸出で占められる

・香港・アセアンFTAが2017年に調印されたことで、両地域の関税減免はWTOの取り決めを
上回り、加盟国のさまざまなサービスに適用される

・大手企業が香港を拠点にアセアンでの小売り、マーケティング、物流事業を統括している

林健鋒
（ジェフリー・ラム）
香港特別行政区
行政会議非官守成員

立法会議員

鈴木啓
良品計画

取締役(兼)執行役員
アジア・オセアニア事業部長

粟田貴也
トリドールホールディングス

代表取締役社長

松田庄平
法政大学大学院

イノベーション・マネジメント研究科 
教授

香港の大規模海外プロモーション事業「think Global, think Hong Kong」が11月1日に2012年以来、再び東京で開催されます。本事業はさま
ざまなイベントで構成され、香港の国際ビジネスハブとしての優位性をアピールすることを目的に、これまでに英国、米国、フランス、イタリア、カナダ
などでも、「think ASIA, think HONG KONG」の事業名で開催されてきました。
　今回の「Think Global, Think Hong Kong」は、香港にとって過去最大規模の対日プロモーションとなります。日本と香港の双方の財界を結び、
急速に変化するグローバルマーケットにおける新たな発展や潮流について情報発信し、両財界のさらなる緊密化を図ります。今回はまた、香港をビ
ジネスのプラットフォームとしながら、中国本土や東南アジア諸国連合（ASEAN）をはじめとした地域で事業展開するためのチャンスを探ります。
一連のプログラムには、メインシンポジウム、テーマ別分科会、ビジネス相談・商談会、ネットワーキングイベントなどが含まれます。

小間裕康
GLM

代表取締役

スティーブン
フィリップス
香港特別行政区政府
投資推進局 局長

李永銓
（トミー・リー）
トミー・リーデザイン
ワークショップ

クリエーティブ・ディレクター

中国が描く金融成長戦略とその展望
・世界のオフショア人民元取引の70％が香港で行われる
・世界のトップバンク100行のうち75行が香港で事業展開している
・日本と中国の通貨スワップ協定および日本の投資家に対する人民元適格海外機関投資家（RQFII）投資枠の供与により、
日本の金融機関および投資家に大きなチャンスをもたらす

「think GLOBAL, think HONG KONG 」 について

メインシンポジウム
登壇者

テーマ別分科会

周維正
（オスカー・チョウ）
其士国際集団 
社外取締役

三毛兼承
三菱UFJ銀行 頭取

傅育寧
（フー・ユーニン）

華潤集団
会長

熊谷昭彦
NEC 執行役員副社長

安藤宏基
日清食品ホールディングス
代表取締役社長・CEO

諸立力
（ビクター・チュー）
第一東方投資集団 会長
兼最高経営責任者(CEO)

モデレーター登壇者

ヘルシーエイジング技術の最新動向

スマートファイナンスとスマートリビングで
アジアの力を強化
・香港には2000社近いスタートアップ企業があり、その40％が海外企業となっている
・米国、欧州、中国本土などの国際研究機関が香港に拠点を持ち、香港と戦略提携関係を結んでいる
・香港は資金調達規模がアジア最大のベンチャーキャピタル（VC）センターである

スマートシティのABCD ‒ AI、ブロックチェーン、クラウド、データ 
・デジタル競争力でアジア2位（スイスのIMD調べ）
・海外テクノロジー導入率が高い
・香港はテクノロジーのマーケットプレイスとしての役割を中国政府から承認されている。最新のテクノロジー分野にはス
マートシティ、香港・深圳イノベーション＆テクノロジーパーク、広東・香港・マカオ（粤港澳）大湾区などが含まれる

黄克強
（アルバート・ウォン）
香港サイエンス・テクノロジーパーク 
最高経営責任者 （CEO）

厳志明
（エリック・イム）
香港デザインセンター
会長

何宗憲（ジョイ・ホー）　PALデザイングループ デザインパートナー
郭子鋒（ケイ・クオック）　KAYKWOK 創業者
太刀川英輔　NOSIGNER　代表/創業者
黃炳培（スタンレー・ウォン）　84000コミュニケーションズ　創業者

鄭若驊
（テレサ・チェン）
香港特別行政区
法務長官

陳徳霖
（ノーマン・チャン）
香港金融管理局
総裁

査毅超
（サニー・チャイ）
香港サイエンス・テクノロジーパーク
会長

林家礼  
（リー・ジョージ・ラム）
香港サイバーポート 会長

デニス・ブロック
香港律師会（LSHK）評議員　
オメルベニー法律事務所パートナー
ダグラス・クラーク
法廷弁護士、香港大学法学部非常勤教授
杜淦堃（ビクター・ドーズ） 
シニア・カウンセル（SC）　法定弁護士
夏卓玲（ハナ・ハー）
メイヤー・ブラウンJSM法律事務所 企業・証券法務パートナー 
独占禁止法・競争法アジアチーム共同部門長
アンソニー・ホートン
シニア・カウンセル（SC） 法定弁護士、認定仲裁人
顧嘉敏（シャーメイン・クー）
ディーコンズ法律事務所パートナー、知的財産部門共同部門長

林正財（ラム・チンチョイ）
エルダリー・コミッション　委員長
ツォウゲニス・エフストラティオス
（TSOUGENIS Efstratios）
イムサイト・メディカルテクノロジー
香港＆海外ディレクター
藤本佳司
信興集団（シュンヒン・グループ）　
グループ・ストラテジック・ディレクター

沈祖堯（ジョセフ・ソン）
香港中文大学　医学院消化疾病研究所
内科・薬物治療学系ディレクター　
戴紹龍(ジョージ・ティー)
香港サイエンス・テクノロジーパーク
チーフ・テクノロジー・オフィサー
于世輝（ユ・シーフイ）
金域検験（キングメッド・ダイアグノスティクス）　
チーフ・サイエンティスト

譚嗣籇（ゴードン・タム）
ファーム66　プロジェクト・ディレクター
黄家恆（ケヴィン・ウォン） 
オリガミ CEO
レイ・ワイアンド 
Gini（Mor Champ Limited） 創業者、
ディレクター兼最高経営責任者（CEO）
任景信（ピーター・ヤン）
香港サイバーポート 最高経営責任者（CEO）

アンディー・ ホー 
カーボンワールド CEO 
マーティ・ジェットン 
アルティフィン 最高経営責任者（CEO）
林苑莉（ビオラ・ラム） 
ファインドソリューションAI 
最高経営責任者（CEO）兼創業者
栄南（エディー・ロン） 
ヘイコインズ 最高経営責任者（CEO）兼共同創設者

原丈人 
内閣府特別顧問
林偉喬 (ビクター・ラム)
香港特別行政区政府 最高情報責任者（CIO）
労世竑 (ラオ・シーホン)
センスタイムグループ副社長 自動車事業本部長
中江隆比古
日立遠東 総経理　
ルーク・ウェディントン
BueFire AI CEO 

温豪夫(マイルズ・ ウェン)
有光科技 CEO兼共同創業者
王世松（ダンカン・ ウォン）
クリプトBLK CEO
楊天寵 (ピーター・ ヤング) 
香港サイエンス・テクノロジーパーク 
エレクトロニクス・ICT群部門長 
スマートシティ・プラットフォーム担当

モデレーター
鄧淑明 （ウィニー・タン）
スマートシティ・コンソーシアム 名誉会長兼共同創設者

盧君政（ベニー・ロウ）
法廷弁護士、認定仲裁人
中村　祐子
ディーコンズ法律事務所パートナー、日本関連部門長
キム・ルーニー
仲裁人、法廷弁護士
ポール・スター
金杜（King & Wood Mallesons）法律事務所パートナー 
香港紛争解決チーム、インフラストラクチャーチーム長 
国際調停チームグローバルジョイントコーディネーター
岑君毅（ロナルド・サム）
香港国際商業会議所、仲裁・ADR委員会委員長 
ロックロード国際法律事務所、アジア仲裁・ADR部門長

趙柏基（レイモンド・チャオ）
PwC アジアパシフィック  グレーターチャイナ会長
 霍炳光（ジェームズ・フォック）
香港証券取引所 グループ・ストラテジー・ヘッド
 大島眞彦
三井住友銀行 専務執行役員

高迎欣（ガオ・インシン）
中国銀行（香港）　総裁
 黃碧娟（ヘレン・ウォン）
HSBC  大中華圏 総裁特別協賛
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● 14:15-16:30

● 14:15-16:15

● 14:15-16:15

● 13:30-15:00

● 14:15-16:15

● 14:15-16:15

● 14:15-17:15

・香港は高齢者向けに収益性の高いマーケットを提供しており、中国本土のシルバーマーケットへの
ゲートウェーとなっている

・香港は世界一の長寿地域で、2017年時点で平均寿命が男性81.23歳、女性87.15歳となっている
・香港では最先端技術を用いたがん治療や人工知能（AI）を活用した医療画像解析の研究が進む

＊ 並びは姓のアルファベット順 ＊ 並びは姓のアルファベット順


