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　香港貿易発展局 東京・大阪事務所は今期（2014年10月～2015年3月）、日本国内で2つの大きなビジネスシンポ
ジウムを開催いたしました。まず11月に「新しい東北」の創造に向けて復興が進む東北地域（仙台市）で、そして1
月には、国際戦略総合特区の１つとしてライフサイエンス分野や新エネルギー分野に力を入れる関西地域（大阪市）
において、香港をビジネス・プラットフォームとして活用するメリットなどについてご紹介させていただきました。
地方創生に注目が集まる中、弊局も非首都圏での活動を一層加速させて行く考えです。
　一方、香港での展示会事業につきましては、3月の『香港インターナショナル・ジュエリー・ショー』『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』におきまして、日本から過去最多となる286社にご出展いただく
ことができ、海外勢ではタイに次ぐ第2位の規模となりました。また、同月の映像コンテンツ見本市『香港フィルマート』
では、日本から過去最多の90社が出展し、国・地域別で中国（130社）、香港（113社）に次ぐ存在感をアピールしました。
　他方、国際会議事業においては、11月の『アジア物流＆海運会議』で株式会社商船三井の池田潤一郎専務執行役員、
1月の『アジア金融フォーラム』で株式会社みずほフィナンシャルグループの佐藤康博取締役
兼執行役社長  グループCEOにご登壇いただき、いずれも好評を博することができました。
　1月から3月にかけては、毎年恒例の春節パーティーを日本全国各地で開催いたしました。
香港経済貿易代表部との共催による、東京での春節レセプションには、香港、中国、日本の
政財界などから約450名の参加者が集まり、新年の訪れを祝いました。3月末には、今期を締
めくくる重要な活動として、香港と日本の経済界のハイレベル協議である香港・日本 /日本・
香港経済委員会の第34回合同会議を、香港にて開催いたしました。
　わたくしどもは今後とも、香港と日本の経済・貿易振興に向けて、日本各地の皆様ととも
に新たなビジネスチャンスの創出に取り組んでまいります。

香港貿易発展局 東京 ・ 大阪事務所
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香港貿易発展局 日本首席代表　古田茂美

※本レポート内の組織名、肩書きなどはすべて活動当時のものです。

think GLOBAL, think HONG KONG～国際化へのパートナー：香港～
2015年1月28日＜大阪＞

　香港から官界・財界人約30名が来日し、シンポジ
ウム、産業別分科会、商談会などを開催しました。昨
年10月に総裁に就任した方舜文（マーガレット・フ
ォン）香港貿易発展局総裁をはじめ、メインシンポジ
ウムでは香港の経済産業大臣にあたる蘇錦樑（グレゴ
リー・ソー）香港政府商務・経済発展長官や松井一郎
大阪府知事にもご挨拶いただきました。シンポジウム
には延べ800名を超える参加者があり、関西地域の香
港への関心の高さがうかがわれました。本事業は香港
貿易発展局が推し進める世界の先進経済地域をターゲ

ットにした超大型イベントで、2011年のロンドン開
催を皮切りに、2012年は東京および大阪、2013年は
ニューヨークおよびロサンゼルス、2014年はパリお
よびミラノにて大々的に開催。2014年1月、佐藤茂
雄大阪商工会議所会頭をはじめとしたミッション団が
香港を訪問、香港貿易発展局と連携強化ための業務協
力覚書（MOU）を締結し、その1周年も記念して大
阪での再度の開催が実ったものです。フォン総裁は25
日から30日にかけて関西各地と東京で多くの自治体、
経済団体、官公庁関係者との面談を行いました。

主催者挨拶に立った方舜文香港貿易発
展局総裁

港
日
経
済
交
流

メインシンポジウムご登壇者の皆様
松井一郎大阪府知事（中央左）、蔡冠深香港・日本経済委員会委員長（中央左一）、
蘇錦樑商務・経済発展長官（中央右）、方舜文香港貿易発展局総裁（中央右一）ほか
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香港－東北ビジネスセミナーin仙台
2014年11月7日＜仙台＞

　香港と東北との経済交流の促進を図ることを目的に
「香港－東北ビジネスセミナ－ in仙台」が11月7日に
開催されました。セミナーには東北の経済関係者約
250人が参加しました。メインシンポジウムには黄碧
児（サリー・ウォン）香港政府駐東京経済貿易代表部
首席代表や蔡冠深（ジョナサン・チョイ）香港・日本

経済委員会委員長ならびに高橋宏明東北経済連合会会
長らが登壇しました。またメインシンポジウムの後、
産業別に3つの会場に分かれ、コンテンツ産業、デザ
イン産業、食品産業にそれぞれ焦点を当てた分科会が
行われました。

セミナー前日の歓迎夕食会にて。村井嘉浩宮城県知事（左）、蔡冠深
香港・日本経済委員会委員長（右）

ジ
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高橋宏明東北経済連合会会長（中央）、蔡冠深香港・日本経済委員会委員
長（中央右）、吉田至夫新潟日本香港協会会長/新潟クボタ代表取締役社
長（中央左）ほか

ダイヤモンド、ジェム＆パール・ショー／ジュエリー・ショー
2015年3月2日～6日＜香港＞／3月4日～8日＜香港＞

　前年より素材と製品の2会場に分けて開催すること
になった香港貿易発展局主催の香港ジュエリー・ショ
ーは今年、両展示会合わせ52ヵ国・地域から4,366社
が出展、140ヵ国・地域からバイヤー76,000名が来場
し、過去最高となった昨年の記録を更新しました。日
本からは両展示会合わせ286社が出展、そのうち60
社以上が初出展となりました。素材展には農林水産
省、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）、日
本真珠輸出組合による「ジャパン・パール・パビリオ
ン」（102社）、製品展には一般社団法人日本ジュエリ

ー協会による「ジ
ャパン・パビリオ
ン」（85社）がそ
れぞれ設けられ、
前年よりさらに拡
大し、多くのバイ
ヤーで連日にぎわ
いました。会期中
には、 ジュエリ
ー・ ショー出展

者によるパレード・ショーが昨年に続き開催されまし
た。また今回初めて日本のプラチナジュエリーに関す
るセミナーが開催され、日本のジュエリーのアピール
に大きな役割を果たしました。なお、2014年の日本
のジュエリー輸出額は2,677億円で、10年連続で香港
が輸出先No.1となりました（シェア37.1％）。こうし
た数字からも、香港が世界最大の宝飾品取引拠点とい
う地位を確固たるものにしていることが分かります。

102社が出展した「ジャパン・パール・パ
ビリオン」（素材展）

（左から）ハンキンソン尚子プラチナ・ギルド・インターナショナ
ル代表取締役社長、周啓良香港貿易発展局上席副総裁、石井哲也在
香港日本国総領事館首席領事、丸山朝日本ジュエリー協会会長
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香港・日本／日本・香港経済委員会合同会議
2015年3月24日＜香港＞

　第34回香港・日本／日本・香港経済委員会合同会
議が3月24日、香港にて開催され、香港・日本の財
界代表団計23名が出席し、香港と日本の最新経済動
向に加え、香港を経由した中国の対外投資や物流分野
における協力の強化などについて情報・意見交換が行
われました。
　香港・日本経済委員会ならびに日本・香港経済委員
会は、双方財界の相互理解と、貿易、投資、経済協力
を促進する目的で1979年に設立された二国（地域）
間委員会で、香港貿易発展局が香港側委員会、一般社
団法人日本経済団体連合会が日本側委員会の事務局を
それぞれ務めています。昨年は、35年にわたる交流

への功績が認められ、外務省より香港側委員会に外務
大臣表彰が伝達されました。
　また、合同会議後に開催された昼食会には、梁振英
（CYリョン）香港行政長官も参加し、日本側委員会の
香港来訪を歓迎するとともに両委員会の委員と親交を
深めました。リョ
ン行政長官から
は、基調講演にて
日本・香港間のさ
らなる経済協力へ
の強い期待が述べ
られました。

中国香港（地区）商会訪日ミッション+ICT・ソフトウェア・ゲーム産業ビジネスセミナー
2014年10月8日＜東京＞

　主に中国で活動する香港企業で構成されるビジネス
組織、中国香港（地区）商会（Hong Kong Chamber 

of Commerce in 
China） のミッシ
ョン団（19名）が
来日し、幕張メッ
セにて開催され
た家電・情報通信
展示会「CEATEC 
JAPAN」の視察や
企業見学に加え、
東京ミッドタウ

ンにて「香港／中国‐日本 ICT・ソフトウェア・ゲー
ム産業ビジネスセミナー」に参加しました。ミッショ
ン団の団長を務める林強（トム・ラム）会長は同セミ
ナーで「香港・中国における ICT産業の最新マーケッ
ト動向と日本企業にとってのビジネス機会」と題して
講演しました。また、川口洋司一般社団法人日本オン
ラインゲーム協会事務局長より「オンラインゲーム市
場の最新動向と今後の展望」についてご講演をいただ
きました。ミッション団には中国システム開発大手の
神州数碼や中国ソフトウェア大手の東軟集団なども参
加しており、日本の企業や業界関係者らとも有意義な
交流が図られました。

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
通
信
技
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リョン行政長官（中央）と香港・日本財界代
表団

川口洋司日本オンラインゲーム協会事務局
長（左）、林強中国香港（地区）商会会長

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

エレクトロニクス・フェア（秋）
2014年10月12日～15日＜香港＞

　2014年で34回目となる展示会『香港エレクトロニ
クス・フェア（秋）』を、近畿電子部品卸商組合から
会員企業11社が視察されました。同時開催の『エレ
クトロニック・アジア』を含め、23ヵ国・地域より
来場者約95,000名および出展者4,000社超が参加す

る世界最大級のエ
レクトロニクス・
フェアにて、活気
あるアジアでのモ
ノづくりのトレン
ド、世界からの出
展者の具体的な商

品・技術二―ズを目の当たりにしていただく良い機会
となりました。また、展示会視察後には、香港サイエ
ンス＆テクノロジー・パークおよび検査・認証機関も
見学いただき、「テクノロジー拠点」としての香港の
強みを実感いただきました。香港ご視察の翌日には、
香港に隣接する広東省
（深圳）の製造拠点の見
学もアレンジさせていた
だき、珠江デルタ地域の
中での香港の役割を再認
識していただけたようで
す。展示会場内ご視察の様子 検査・認証機関内での検査風景
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日本香港協会による春節イベント
2015年1～3月＜日本各地＞

　1月から3月にかけて、毎年恒例の春節イベントが日
本全国に広がる9支部にて開催されました。東京では
香港政府駐東京経済貿易代表部とともに、帝国ホテル

にて来場者450名を
超える盛大なパーテ
ィーも開催されまし
た。黄碧児（サリー・
ウォン）香港政府駐
東京経済貿易代表部
首席代表、蔡冠深（ジ
ョナサン・ チョイ）
香港・日本経済委員

会委員長、羽田雄一郎日本香港議員友好連盟副会長
（参議院議員）が、それぞれ挨拶を行いました。また、
程永華中国駐日本国特命全権大使が乾杯の音頭を取り
ました。大阪では方舜文（マーガレット・フォン）香港
貿易発展局総裁をは
じめとして香港から
も多数の官界・財界
人が参加しました。
120名以上が参加し、
アトラクションなど
で大変な盛り上がり
をみせました。

ヒルトン大阪での春節パーティーで乾
杯の音頭を取る方舜文香港貿易発展局
総裁（中央）

香
港
協
会

香
港
協
会

金
融
物
流

アジア物流＆海運会議／アジア金融フォーラム
2014年11月18日、19日＜香港＞／2015年1月19日、20日＜香港＞

　香港貿易発展局は年間34本の展示会と同時に、年
間4本の国際会議を主催しています。香港の物流・海
運業界の課題や政策などについて議論する11月の
『アジア物流＆海運会
議』には、株式会社商
船三井の池田潤一郎
専務執行役員が海運
フォーラムのパネル
ディスカッションに
参加されました。本会
議は、株式会社日本海
事新聞社、株式会社海

事プレス社にご後援いただきました。一方、1月の
『アジア金融フォーラム』では、株式会社みずほフィナ
ンシャルグループの佐藤康博取締役兼執行役社長  グ
ループCEOにご登壇いただきました。また、清水季
子日本銀行国際局審議役
（アジア関係総括）、　吉崎浩
一郎株式会社海外需要開
拓支援機構（クールジャパ
ン機構）取締役  最高投資
責任者らが参加し、各プロ
グラムに熱心に耳を傾け
ていらっしゃいました。

日本経済の見通しを語る佐藤康
博執行役社長

帝国ホテル東京での春節レセプション
程永華中国駐日本国特命全権大使（中央
左）、蔡冠深香港・日本経済委員会委員長
（中央右）

香港の梁振英行政長官に挨拶する
清水季子審議役

香港フォーラム／世界中小企業エキスポ
2014年12月2日～3日＜香港＞／2014年12月4日～6日＜香港＞

　香港ビジネス協会世界連盟（Federation of Hong 
Kong Business Association Worldwide／本部＝香港貿
易発展局内）の世界大会「香港フォーラム」に12月
2日、全世界から400名以上の会員が参加しました。

日本からの参加者は総
勢119名を数え、国別
での参加者数が世界一
となり、6 年連続で
「ベスト・アテンダン
ス・アワード」を受賞
しました。
　一方、12月4日より

3日間にわたり『世界中小企業エキスポ』が開催され、
日本からは独立行政法人中小企業基盤整備機構の傘下
企業数社が出展しました。また、公益社団法人日本ニ
ュービジネス協議会からは、同協議会連合会の下村朱
美副会長（株式会社シェイプアップハウス代表取締役）
が率いる訪問団が来場
し、世界各地の代表者
と今後の協力関係につ
いて議論しました。日
本ニュービジネス協議
会は今回で4年連続の
ご参加となりました。

フェアウェル・ディナーにて、方舜文
香港貿易発展局総裁から「ベスト・ア
テンダンス・アワード」を授賞される
木全千裕日本香港協会全国連合会会長

日本ニュービジネス協議会のミッシ
ョン団。下村朱美日本ニュービジネ
ス協議会連合会副会長（中央）
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香港フィルマート／香港コンテンツ・エンターテインメント産業セミナー
2015年3月23日～26日＜香港＞／2014年10月22日＜東京＞

19回目を迎える『香港フィルマート』は、日本から
過去最多の90社が出展し、中国・香港に次ぐ第3位
の出展者数となりました。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
に、 札幌映像機構が
「リージョンズ・オブ・
ジャパン・パビリオン」
を運営し、14道府県
が各地自慢のコンテン
ツをPRしました。ま
た、柏原恭子経済産業

省商務情報政策局文化情報関連産業課長、伊藤敬幹仙
台市副市長をお招きし、クールジャパンやコンテンツ
産業における地方創生を取り上げたセミナーも開催し
ました。
　これに先立つ2014年10月には、東京国際映画祭お
よびコンテンツマーケット「TIFFCOM」に合わせ、コ
ンテンツ産業にお
ける香港のトレンド
や日本企業の取り
組みを紹介するセ
ミナーを開催しま
した。

香港国際ライセンシングショー
2015年1月12日～14日＜香港＞

　アジア最大規模の『香港国際ライセンシングショ
ー』には、前年に引き続き一般社団法人キャラクター
ブランド・ライセンス協会が「ジャパン・パビリオン」
を運営し、過去最大の24社31ブースが出展しました。
アジア各国を中心とした大勢のバイヤーが「ジャパ

ン・パビリオン」を訪れ、中国や韓国などのパビリオ
ンに優るにぎわいをみせました。各出展者の商談内容
も前回以上に充実したものとなり、拡大するアジアの
ライセンスビジネスにおいて、香港が果たす役割は今
後もますます重要になる見込みです。

コ
ン
テ
ン
ツ

ラ
イ
セ
ン
ス

デ
ザ
イ
ン

多くのバイヤーでにぎわう「ジャパン・パ
ビリオン」

TIFFCOMにて王英偉（ウィルフレッド・ウォ
ン）香港国際映画祭協会会長（中央）ほか

イノベーション・デザイン＆テクノロジー・エキスポ
2014年12月4～6日＜香港＞

　日本における新築住宅着工および和室建設件数は、
長い不況とライフスタイルの欧米化に伴い、減少傾向
にあります。一方、2004年から香港人の訪日旅行者
数は増え始め、2014年には年間の訪日香港人数が約
92万人に達しました。訪日香港人の間では日本の伝

統的な旅館に泊まる
ことが流行してお
り、「和住空間」が
ブームになりつつあ
ります。こうした背
景から、一般社団法
人日本建築材料協会

を中心に、日本の「和住空間」を香港に紹介するプロ
ジェクトを立ち上げ、12月に香港にて開催した『イ
ノベーション・デザイン＆テクノロジー・エキスポ』
に出展することになりました。伝統的な茶室から、和
モダンの建築金具など、日本から10社が出展し、日
本・香港を代表する建築
士、インテリア・デザイナ
ー、建材業者などを集め、
セミナーと円卓会議を開催
し、日本・香港の今後の連
携について、意見交換を行
いました。香港展示会初、日本から「茶室」を展示

200名を超える出席者、日本的
デザインへの関心が高い

東山靖キャラクターブランド・ライセンス協会副理事
長（左）、葉澤恩（レイモンド・イップ）上席副総裁

日本の人気キャラクターと記念撮影する来
場者

柏原恭子経済産業省商務情報政策局
文化情報関連産業課長（メディア・
コンテンツ課）
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香港ファッション・ウィーク（秋／冬）、ワールド・ブティック香港
2015年1月19日～22日＜香港＞

　『香港ファッション・ウィーク（秋／冬）およびワー
ルド・ブティック香港が開催され、両展示会合わせ27
ヵ国・地域から約1,800社が出展、87ヵ国・地域から
約22,000名のバイヤーが来場しました。日本からは、
経済産業省がサポートする高感度なレザーブランドか

らなるJapan Fashion Leather Designers（JLD）12社
が出展してファッション・ショーを開催したほか、国
際ファッションセンターがサポートするデザイナー10
名など、過去最多となる34社が出展、世界各国のバ
イヤーと活発な取引がなされました。

エコ・エキスポ・アジア
2014年10月29日～11月1日＜香港＞

　香港は、一般ごみの処理、ビルの省エネ化、自動車
からの大気汚染等の環境問題に直面しており、政府は
これらの分野に対し、異例の助成金を拠出することに
しています。これを受け、10月に香港にて開催した
『エコ・エキスポ・アジア』に、日本からグリーン・

ビル、廃棄物処理業者など
15社が出展しました。ま
たジェトロ香港と共催で、
香港政府環境保護局および
業界のトップの方々をお招
きし、香港政府の環境関連
商品調達や香港における環

境ビジネスの可能性などについて、日本の出展者に対
して、ブリーフィングを行いました。また、香港にお
ける環境関連企業は、海外に買付団を派遣し、先端技
術を導入する動きが活発になってきています。11月
に香港工業総会が率いる環境技術買付団を九州に派遣
し、北九州市のエコ・タ
ウンをはじめ、福岡市の
水素電池ステーション、大
分県のバイオマス施設な
どを訪問し、これらの地
域の環境関連企業と商談
を行いました。

香港インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・フェア
2014年11月6日～8日＜香港＞

　11月に香港コンベンション＆エキシビション・セ
ンターにて『香港インターナショナル・ワイン＆スピ
リッツ・フェア』が開催されました。
　2014年で7回目と比較的新しい展示会ではありま

すが、ワインハブとして
機能する香港において欠
かすことのできない重要
な酒類取引の展示会とな
っています。 全体では
38ヵ国、地域から1007
社の出展があり、日本か
らは71社の酒蔵、ワイ

ンメーカー、酒器メーカーなどが出展しました。来場
したバイヤーは75ヵ国・地域から19,926名に上りま
す。また最終日には一般来場者にも開放され、3万名
以上の来場者が集まりました。
　日本食への需要の高まりを受け、日本からの出展も
清酒、焼酎、ウィスキーやワイン、梅酒にとどまらず
酒器も含めた出展となりまし
た。どのように日本のお酒を楽
しむのか、飲み方や文化を伝え
るセミナーにも沢山のバイヤー
が集まり、関心の高さがうかが
えました。

環
　
境

酒
　
類

フ
ァ
ッ
シ
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オープニングセレモニーでテープ
カットする方舜文（マーガレット・
フォン）香港貿易発展局総裁（左）、
曽俊華（ジョン・ツァン）香港財
政長官（右）　

盛況を博す「ジャパン・パ
ビリオン」の出展者ブース

ジャパン・パビリオンを視察す
る黄錦星（ウォン・カムシン）
香港政府環境局長

注目を集めたJLDブース JLD12社によるファッション・ショー デザイナーブースに14社が出展

日本からの出展者に香港政府の
環境調達について説明する陳偉
基（ハワード・チャン）香港環
境保護署副署長



アジア － 中国本土
北京
Tel: 86-（10） 6510 1700 
Fax: 86-（10） 6510 1760 
E-mail: beijing.office@hktdc.org 

成都
Tel: 86-（28） 8676 8999 （ext 3568/3569/3570）
Fax: 86-（28） 8676 8262 
E-mail: chengdu.office@hktdc.org

重慶 
Tel: 86-（23） 6383 1628 
Fax: 86-（23） 6383 1728 
E-mail: chongqing.office@hktdc.org

大連 
Tel: 86-（411） 8271 4991 
Fax: 86-（411） 8271 4234 
E-mail: dalian.office@hktdc.org

福州
Tel: 86-（591） 8780 8191 
Fax: 86-（591） 8780 8194 
E-mail: fuzhou.office@hktdc.org

広州
Tel: 86-（20） 8331 2889 
Fax: 86-（20） 8331 1081
E-mail: guangzhou.office@hktdc.org

杭州
Tel: 86-（571） 2897 9922 
Fax: 86-（571） 2897 9105 
E-mail: hangzhou.office@hktdc.org

南京
Tel: 86-（25） 5286 9696 
Fax: 86-（25） 5286 9698 
E-mail: nanjing.office@hktdc.org

青島
Tel: 86-（532） 8579 3658 
Fax: 86-（532） 8579 3659 
E-mail: qingdao.office@hktdc.org

上海
Tel: 86-（21） 6352 8488 
Fax: 86-（21） 6352 3454 
E-mail: shanghai.office@hktdc.org

深圳
Tel: 86-（755） 8228 0112 
Fax: 86-（755） 8228 0114 
E-mail: shenzhen.office@hktdc.org

武漢
Tel: 86-（27） 8575 7121 
Fax: 86-（27） 8575 7120 
E-mail: wuhan.office@hktdc.org

西安
Tel: 86-（29） 8720 3081 
Fax: 86-（29） 8720 3589 
E-mail: xian.office@hktdc.org

アジア － 東南アジア＆インド
インド － デリー
Tel: 91-（11） 4180 2033 
Fax: 91-（11） 2628 5142 
E-mail: delhi.consultant@hktdc.org

インド － ムンバイ
Tel: 91-（22） 4333 6333 
Fax: 91-（22） 4333 6363 
E-mail: mumbai.consultant@hktdc.org

インドネシア － ジャカルタ 
Tel: 62-（21） 3005 2101 
Fax: 62-（21） 3005 2109 
E-mail: jakarta.office@hktdc.org 

マレーシア － クアラルンプール 
Tel: 60-（3） 2381 1061 
Fax: 60-（3） 2381 1062 
E-mail: kuala.lumpur.office@hktdc.org 

タイ － バンコク 
Tel: 66-（2） 343 9000 
Fax: 66-（2） 343 9029 
E-mail: bangkok.office@hktdc.org 

ベトナム － ホーチミン 
Tel: 84-（8） 3823 5883 
Fax: 84-（8） 3823 5884 
E-mail: hochiminh.city.office@hktdc.org 

アジア － その他地域
韓国 － ソウル 
Tel: 82-（2） 551 7070 
Fax: 82-（2） 551 7059 
E-mail: seoul.consultant@hktdc.org 

台湾 － 台北 
Tel: 886-（2） 8788 4545 
Fax: 886-（2） 8788 4209 
E-mail: taipei.office@hktdc.org 

豪州
シドニー 
Tel: 61-（2） 9261 8911 
Fax: 61-（2） 9261 8966 
E-mail: sydney.office@hktdc.org

欧州
チェコ共和国 － プラハ 
Tel: 420-（2） 3332 3514 
Fax: 420-（2） 2281 2283 
E-mail: prague.consultant@hktdc.org 

フランス － パリ 
Tel: 33-（1） 4742 4150 
Fax: 33-（1） 4742 7744 
E-mail: paris.office@hktdc.org 

ドイツ － フランクフルト 
Tel: 49-（69） 957 720 
Fax: 49-（69） 9577 2200 
E-mail: frankfurt.office@hktdc.org 

ハンガリー － ブダペスト
Tel: 36-（1） 224 7766 
Fax: 36-（1） 224 7769 
E-mail: budapest.consultant@hktdc.org 

イタリア － ミラノ 
Tel: 39-（2） 865 405 
Fax: 39-（2） 860 304 
E-mail: milan.office@hktdc.org 

ポーランド － ワルシャワ
Tel: 48-（22） 830 0552 
Fax: 48-（22） 830 0711 
E-mail: warsaw.consultant@hktdc.org 

スペイン － バルセロナ
Tel: 34-（93） 236 0930 
Fax: 34-（93） 236 0944 
E-mail: barcelona.consultant@hktdc.org 

英国 － ロンドン 
Tel: 44-（20） 7616 9500 
Fax: 44-（20） 7616 9510 
E-mail: london.office@hktdc.org 

欧州 － その他地域
ロシア － モスクワ
Tel: 7-（495） 787 9828 
Fax: 7-（495） 956 0552 
E-mail: moscow.consultant@hktdc.org 

スウェーデン － ストックホルム
Tel: 46-（8） 411 5690 
Fax: 46-（8） 551 112 21 
E-mail: stockholm.consultant@hk-sweden.org

トルコ － イスタンブール
Tel: 90-（212） 287 4678 
Fax: 90-（212） 287 0120 
E-mail: istanbul.consultant@hktdc.org 

中東＆アフリカ
アラブ首長国連邦（ＵＡＥ） － ドバイ 
Tel: 971-（4） 3298 915 
Fax: 971-（4） 3298 916 
E-mail: dubai.office@hktdc.org

南アフリカ － ヨハネスブルク
Tel: 27-（10） 590 7976
Fax: 27-（10） 590 7201
E-mail: johannesburg.consultant@hktdc.org

中南米＆北米
ブラジル － サンパウロ
Tel: 55-（11） 3159 0765 
Fax: 55-（11） 3159 0778 
E-mail: sao.paulo.consultant@hktdc.org

カナダ － トロント 
Tel: 1-（416） 366 3594 
Fax: 1-（416） 366 1569 
E-mail: toronto.office@hktdc.org 

チリ － サンティアゴ
Tel: 56-（2） 2225 5015 
Fax: 56-（2） 2225 1044 
E-mail: santiago.consultant@hktdc.org 

メキシコ － メキシコシティー
Tel: 52-（55） 5572 4113 
E-mail: mexico.city.consultant@hktdc.org 

米国 － シカゴ 
Tel: 1-（312） 726 4515 
Fax: 1-（312） 726 2441 
E-mail: chicago.office@hktdc.org 

米国 － ロサンゼルス 
Tel: 1-（213） 622 3194 
Fax: 1-（213） 613 1490
E-mail: los.angeles.office@hktdc.org 

米国 － ニューヨーク 
Tel: 1-（212） 838 8688 
Fax: 1-（212） 838 8941 
E-mail: new.york.office@hktdc.org 

香港貿易発展局の連絡先

香港貿易発展局
東京事務所
〒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
E-mail: tokyo.office@hktdc.org

香港貿易発展局
大阪事務所
〒541-0052大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング10階
Tel: 06-4705-7030　Fax: 06-4705-7015
E-mail: osaka.office@hktdc.org

香港貿易発展局
本部
38/F, Office Tower, Convention Plaza,
1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 
Tel: （852） 183 0668 　Fax: （852） 2824 0249 
E-mail: hktdc@hktdc.org

www.hktdc.com/japan www.hktdc.com

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

香港・日本間の経済協力を促進し、経済界の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」の事務局である一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）ととも
に、年に一度のハイレベル協議を開催しています。香港貿易発展局は、日本以外に、欧州連合（EU）、フランス、韓国、英国、米国の5カ国・地域と同様の経済委員会を設けています。


