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2021年3月17日～7月29日 オンライン・フェア

2021年7月26日～7月29日 オフライン展示会



International Sourcing Showの概要



International Sourcing Show (ISS)

2021年4月に開催を予定していた7つの展示会を、ISSとして同時開催

◼ 香港玩具＆ゲーム・フェア
◼ 香港ベビー用品フェア
◼ 香港ハウスウェア・フェア
◼ 香港インターナショナル・ホームテキスタイル＆ファニシング・フェア
◼ 香港ファッション・ウィーク
◼ 香港ギフト＆プレミアム・フェア
◼ 香港国際印刷・包装展

オンライン・フェア ＞ 2021年3月17日～7月29日
オフライン展示会 ＞ 2021年7月26日～7月29日

（会場：香港コンベンション&エキシビジョンセンター）



ISS – 4つのテーマ

ISSの出展者には、4つのテーマが設定されます。2021年4月に開催を予定していた香
港エレクトロニクス・フェア（春）、香港国際メディカル＆ヘルスケア・フェアおよび
香港インターナショナル・ライティング・フェア（春）はISSに含まれませんが、以下
にハイライトするゾーンに参加することができます。

[スマート・ホーム]

ハウスウェア・フェア ＋ ホームテキスタイル＆ファニシング・フェア

[スマート・プレイ]

玩具＆ゲーム・フェア ＋ ベビー用品フェア

[スマート・スタイル]

ファッション・ウィーク ＋ ギフト＆プレミアム・フェア ＋ 印刷・包装展

[スマート・テック]

メディカル＆ヘルスケア・フェア＠ハウスウェア・フェア＋ホーム・エレクトロニクス＠ハウスウェア・フェア

＋ エレクトロニクス・ギフト＠ギフト＆プレミアム・フェア ＋ ライティング＠ハウスウェア・フェア



オンライン・プロモーション①

プロモーションサイトの開設

• 出展者のリスティング
（プロフィール、商品写
真および動画など）

• バーチャルブース

• バイヤーからの問い合わ
せに対応



オンライン・プロモーション②

バイヤーへのアプローチ（2021年3月）

• AI（人工知能）によるバイヤーの推薦（3月17日～31日）

• オンライン商談のアレンジ（3月17日～31日）

• オンライン商談の実施(3月22日～31日)

ビジネスマッチングサービス「Click2Match」の利用



オンライン・プロモーション③

「hktdc.com Sourcing」の利用（登録バイヤー200万人以上）

B2B オンライン・マーケットプレイスへの情報掲載
（2021年3月8日～7月29日）

• 合計３GBまでの商品写真や動画を掲載

• 2020年10月に大幅なリニューアルを実施

• 最新のAIや分析機能を導入

• シンプルな操作でページ編集が可能



マーケット・インテリジェンス

「INTELLIGENCE HUB」のセミナーやカンファレンスを通して、
市場動向や業界のトレンド、ビジネスチャンスに関する最新情報を
提供します

マーケット情報の収集

ハイライト

• 権威あるビジネスリーダーによる講演

• 海外調達の見通し

• ビジネスに欠かせないマーケティング
およびライセンシング

• 玩具およびベビー用品

• ファッション

• ハウスウェア、ギフト、印刷・包装



オフライン展示会
（会場：香港コンベンション&エキシビジョンセンター）

対面による商談

• 香港コンベンション&エキシビジョンセンターの
ホール３およびホール５で７つの展示会を同時開催

• 出展見込：1,600社（先着順）



出展パッケージ＆オプショナルサービス



出展パッケージ

US$ Ver

オンラインのみ
オンライン

＋ショーケース
オンライン
＋ブース

オンライン
＋ショーケース
＋ブース ＊１&２

ISS オンライン・フェア
（3月17日～7月29日）

✓ ✓ ✓ ✓

ISS オフライン展示会
（7月26日～7月29日）

ブース＊2 × × ✓ ✓

ショーケース × ✓ × ✓

オリジナル・プライス US$1,560 US$2,660 From US$5,160 From US$6,260

香港政府の出展費助成 × -US$1,282 -US$1,282 -US$2,564

出展費 US$1,560 US$1,378 From US$3,878 From US$3,696

＜備考＞ ISSリアル展示会の出展者

＊1: ISS オフライン展示会がお申込後にキャンセルとなる場合、ISS オンライン・フェアの出展費はUS$780になります。

＊2: 9平米スタンダードブースの価格です。この他のブースタイプもご利用可能です。（追加費用あり）



オプショナルサービス①– 商品紹介動画

※各動画は1商品あたり15~20秒

パッケージ 料金

Basic 2D Product Promo (サンプル動画は こちら) HK$2,888 / US$370

Dynamic 2D Product Animation (サンプル動画は こちら) HK$3,588 / US$460

Photo Shooting + Special Effect (サンプル動画は こちら) HK$4,888 / US$627

Video Shooting + Special Effect (サンプル動画は こちら) HK$4,888 / US$627

Tailor Made Video HK$10,000 / US$1,282 up

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


オプショナルサービス②– バーチャル・ブース
Booth Type Single Booth modelling on Physical 9sqm Standard Booth

Info Tag x 1 Maximum 5 Product Image in Slide Show Presentation

Insertion x 1
Link to access Exhibitor’s Page on hktdc.com Sourcing 

with 5-month exposure till 29 July is included

Original Price HK$12,000/booth (USD1,540)

Exclusive Offer for ISS HK$3,000/booth (USD385)

Design 6 Options as listed below



今後のスケジュール

日程 内容

1月11日 オンライン申込開始（商品写真5枚までアップロード）

1月29日 第一次申込締切

3月3日 最終申込締切

3月8日-10日 Click2Matchに掲載するプロフィールの内容確認および修正

3月8日-17日 hktdc.com Sourcingに追加の商品写真をアップロード

3月17日-21日 Click2Matchでオンライン商談のアレンジおよびテスト・ミーティン
グ（接続確認）の開始

3月17日-19日 INTELLIGENCE HUBのセミナーおよびカンファレンス開始

3月22日-31日 オンライン商談開始



香港貿易発展局が2020年に開催した
オンライン・フェアの結果報告



オンライン・フェアの結果報告

Summer Sourcing Weeks | Go Online

• 1,300を超える出展者

• 13,000を超えるバイヤー

• 9 つの産業をカバー

• 8 つのパビリオンが出展

• 11のオンラインセミナーを開催

Autumn Sourcing Week | Online (ASWO)

• 2,600を超える出展者

• 27,000を超えるバイヤー

• 11の産業をカバー

• 37のパビリオンが出展

• 22のオンラインセミナーを開催

ASWOの出展者96%が、目的を達成できたと回答
（市場開拓、新規取引先の開拓、ブランドプロモーションなど）



ASWOの参加バイヤー

ネットショップ

27,000 
を超えるバイヤー

132の国と地域から参加

➢ 中国
➢ インドネシア
➢ インド
➢ マレーシア
➢ 日本
➢ 欧米エリア
➢ 中東エリア

小売り/流通



9,000件以上の実りあるオンライン商談が行われました！



出展者からのフィードバック

インド、日本、中国、マレー
シア、中東エリアの新規バイ
ヤーと、20件以上のオンライ
ン商談を実施することができ
て良かったです。今後、2~3
件の受注を見込んでいます。
ASWOに参加することで、ブ
ランドの認知度を高めること
ができました。

Determinant (Hong Kong) 
Limited

@ Gifts (HK)

商談の結果とバーチャルブー
スのデザインに満足していま
す。実施した12件の商談のう
ち、3~4件が取引に繋がりまし
た。見積もりの依頼やカタロ
グの請求が来ています

4M Industrial Development Ltd.

@ Toys (Hong Kong)

Virtual 
Booth

南米と欧州のバイヤーと繋
がりができました。2~3件
の 新 規 顧 客 か ら 、
US$15,000~20,000のオー
ダーが得られると期待して
います。

Kika Group Ltd.

@ Baby (Bulgaria)



バイヤーからのフィードバック

中国およびポーランドの新
規調達先を5件見つけること
ができました。US$20,000
を超えるベビー用品の発注
を検討しています。

Redbean Corp@ 

Baby (Korea)

木や竹を使った製品、キッチ
ン関連商品を取り扱っていま
す。ASWOへの参加を通して、
7件のサプライヤーに出会う
ことができました。

Push It Ltd

@ Houseware (Israel)

中国のサプライヤー4件と
実りあるオンライン商談を
実施することができました。
調達の予算US$5,000,000
で、最初のオーダーを間も
なく出す予定です。

Why5 GmbH

@ Lighting (Germany)





香港貿易発展局 東京事務所 Email: tokyo.office@hktdc.org Tel: (03) 5210 5850

大阪事務所 Email: osaka.office@hktdc.org Tel: (06) 4705 7030
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