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戦略的立地と世界クラスのインフラを兼ね備える香港は
アジアの拠点としての条件を全て満たしています。

自由な情報の流れ、低率で簡素な税制、豊富な資金調達方法
急成長するアジア市場へのアクセスの良さ等
貴社の海外事業に最も適しています。

インベスト香港は香港における貴社の事業立上げ及び事業拡大を支援します。
貴社のニーズに合った支援サービスを無償で提供します。

守秘義務も厳守します。

インベスト香港にご相談下さい！
www.investhk.gov.hk/ja/

香港における会社設立

https://www.linkedin.com/company/invest-hong-kong
https://twitter.com/investhk
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香港投資推進局（インベスト香港）
について

計 画 拠 点 設 立  始 動 拡 張

事業計画や事前評価 
に不可欠な情報の提供

事業所用地、ビザ申
請支援、ライセンス
申請、学校教育等多
岐にわたるアドバイ
スの提供

PR およびマーケ
ティングに関する
支援

ビジネス交流会、
各種専門家の紹 
介等

2000 年 7 月に設立されたインベスト香港は、海外直接投資を誘致する香港特別 
行政区政府（HKSAR）の一部局です。インベスト香港の使命は、アジア有数の国際
ビジネス拠点であり、また世界の金融センターである香港の競争優位性をさらに
強固なものにし、諸外国、中国本土、台湾の企業による香港進出を促し、戦略的
事業展開を支援することです。

2016 年 12 月現在、インベスト香港は 4,210 件を超える投資案件を遂行しました。 
それらの事業立上げまたは事業拡大案件は初年度に 45,000 件以上の新規雇用を 
創出し、1,170 億香港ドルの投資を誘致しました。

インベスト香港では、以下の主要部門の専門チームを擁しています。主要部門： 
ビジネス・専門サービス業、消費財・小売業、クリエイティブ産業、金融サービス
業、フィンテック、情報通信技術産業、科学技術産業、接客サービス・旅行業 
および運輸・工業。更に世界の主要都市 30 箇所に事務所を構えています。香港の 
スタッフと海外のスタッフとが緊密な連携を取りながら、支援企業の香港での事
業設立並びに事業拡大を迅速かつ丁寧にサポートしています。

インベスト香港は、香港への事業進出に関し、あらゆる段階において、企業ごと
にカスタマイズされた方法で、無料で支援サービスを行います。また、守秘義務
にも細心の注意を払っています。

Website: www.investhk.gov.hk
Tel: (852) 3107 1000
Email: enq@investhk.gov.hk
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香港日本人商工会議所の 
活動について

香港日本人商工会議所は、1969 年に香港日本人倶楽部の経済部から分離して設立
された香港政府から認められた NPO です。当商工会議所は、香港政府主催で定期
的開催される各国商工会議所が集まる「IBC(International Business Committee)」に
出席し、香港の発展や会員企業に資する意見交換を行なっています。

当商工会議所は、657 社 (2017 年 9 月現在 ) の企業会員で構成されています。産業
別に 13 の部会を組成し、会員相互間のネットワーキングを推進しつつ、ビジネス
の現況共有、課題や関心事項について講演会、現場の見学や視察旅行などを実施
します。

全会員に共通した事項は、数多く開催されるセミナーを通じて取組んでいます。
会員の業容拡大に繋がるヒントとなるセミナー、会員が共通して押さえるべき経
営上の重要事項に関連するセミナー等を今年も積極的に推進しています。

在香港日本国総領事館、InvestHK を筆頭に関係団体、各国商工会議所や、日本各
地の商工会議所と連携・協力関係を深化させながら、日々、香港社会への貢献、
会員企業の発展へ取り組んでいます。
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ボウルをカシャカシャと鳴らし、手早く卵をかき混ぜる音、 
焼きたてのパンが放つ香ばしい香りや、デコレーションを 
施したかわいらしいケーキ。平日の午後の料理教室の光景 
です。ショッピングモール内にあるこの教室は、明るく、 
スタイリッシュな空間です。大勢の生徒たちが、キッチン 
テーブルで、パンやケーキ作りに取り組んでいます。備え付け 
られた 30 台のオーブンの前には、焼きあがりを待つ生徒たち
のおしゃべりや笑い声が絶えません。2013 年 11 月、尖沙咀
(Tsim Sha Tsui) のアートモール「K11」に、「ABC クッキング 
スタジオ」がオープンしました。半年足らずで、1,200 人以上 
の生徒を獲得し、40 人を越える雇用を創出しました。ABC 
Cooking Studio International Limited（愛美食有限公司）の創業
者兼取締役 横井 啓之氏によると、今年前半には、２号店の 
オープンが計画されており、スタッフ数の倍増が見込まれて 
います。

横井氏は、「世界中に笑顔のあふれる食卓を」という企業理念の
もと、料理教室を運営しています。「生徒たちがこの教室から
持ち帰るのは、料理のスキルや、その日に教室で作ったパンや
ケーキだけではなく、友達や家族と分かち合う幸せも持ち 
帰って欲しいのです。」と同氏は述べました。

香港は、多くの日本企業にとって、海外進出の拠点とするのに
最適な都市です。横井氏の香港への転居自体がそのことを雄弁
に物語っています。「香港は、当社の海外事業拡大において、
重要な拠点となることでしょう。あらゆる点において、香港は
非常に便利な都市です。」と同氏は述べました。「アジアでの 
ビジネス展開を考えるなら、香港に拠点を持つことは必須で 
しょう。」 

革新的で笑顔があふれる料理教室
香港では、多くの料理教室が商業ビル内で運営されています。
一方、日本国内で運営されている「ABC クッキングスタジオ」の
大半はショッピングモール内にあり、人目を引く洗練されたイ
ンテリアデザインを特徴とします。メニューは、料理、パン、
ケーキの３コースがあり、和食の定番から様々なパンの製法、

生地作りに始まりデコレーションまでのケーキの技術などを学
ぶことができます。また、これまでの経験から選別された、も
しくは独自に開発された調理器具がスタジオでは使用され、料
理を学ぶ最適な環境が用意されています。さらに、オンライン
予約システムが導入されており、生徒は事前にクラスの選択や
予約ができます。

同社の成功のカギは常に顧客に満足してもらうことです。 
「お客さまの声に耳を傾け、ご要望に対応することで、当社は、

料理教室の環境、サービス、レッスンやコース内容など商品の
向上に、常に取り組んでいます。」と横井氏は述べました。

「最も大切なことは、フレンドリーでカジュアルな環境のもと、
楽しく、笑顔あふれるレッスンを提供することです。」と同氏
は付け加えました。

香港の地域統括本部を拠点に海外事業拡張を目指す横井氏は、
香港にさらに 4 つのスタジオと調理器具等の小売店舗、そし
て、タイ、シンガポール、ベトナム、韓国、マレーシア、 
インドネシアにそれぞれの地域拠点を開設する予定です。 
台北の店舗は、今年オープンします。

「ABC クッキングスタジオ」では、料理を学びながら生徒同士が
親交を深めていく雰囲気がありますが、横井氏も同様に、香港
での新たな出会いを楽しみにしています。「日本人のコミュニ
ティは強い絆で結ばれており、非常に活動的です。インベスト
香港のフレンドリーなアドバイスとサポートのおかげで、この
進出がもたらす機会を最大限に活用できそうです。」と同氏は
熱く語りました。

まるでABCのように易しくクッキング
洗練された日本の料理教室が、香港の生徒を魅了

 アジアでのビジネス展開を 
考えるなら、香港に拠点を持つ
ことは必須でしょう。

ABC Cooking Studio International Limited 
（愛美食有限公司）

•	日本、中国、香港で130箇所以上のスタジオ運営
•	パンやケーキ、日本料理などのコースを提供

abc-cooking.com.hk

発行日：2014 年 5 月

http://www.abc-cooking.com.hk


日本を象徴する高機能スポーツ用品メーカー、アシックス（創
業 1949 年）は、香港に成長の機会を見出し、現地での事業を
拡大する計画です。

アシックス香港は 1996 年に設立され、輸入販売代理店を通じ
て香港市場に参入しました。以来、アシックスは現地企業と
提携し、取り扱い製品の幅を広げるために、自社ブランド専
門店を展開し、ターゲット顧客層のブランド認知度を向上し
てきました。現在、香港にはアシックスブランドで 3 店舗、 
自社のライフスタイルブランド「オニツカタイガー」で 6店舗を
展開しています。

「香港では、特にランニングの分野で、自社ブランドに対する
消費者の高い認知度と信頼を獲得しています」と、ASICS China 
Trading Co, Ltd. で大中華圏を統括するマネージングディレク
ターの Hilda Chan 氏は述べています。

「また、数年前より 10 キロマラソンを開催しているほか、今
年、香港で当社初のランニングクラブを設立し、消費者向け
に定期的にランニング教室を開催しています。将来的な目標
は、さまざまな層のお客様が参加できるようなマーケティン
グ活動を増やし、小売ビジネスに特化した新しい香港チーム
のサポートを受けて大中華圏地域全体でさらに多くのイベン
トを開催することです。」と、同氏は付け加えました。 
アシックスは、香港とマカオの主要エリアに展開する自社 
ブランド専門店をさらに増やす計画です。

「香港のスポーツ・トレーニング文化は成熟しつつあり、消費
者の購買力も安定しています。調査データによれば、スポー
ツウェアとスポーツをモチーフにしたファッションの香港市
場は 2015 年に急成長を遂げています。上昇傾向は今後も続く
と予想されます」。

中国本土における同社の事業はここ数年で二倍に成長してお
り、今後も平均 30% の成長が見込まれていますが、香港がブ
ランド構築の戦略的拠点であることには変わりありません。

また、金融の中心地としての香港の強みも中長期的な経営計
画の助けになると、彼女は述べています。

アシックスは現在、香港の事業所を拡大しており、ロジスティ 
クスや財務、人事、マーケティング、マーチャンダイジング 
など、各種部門の設置準備を進めています。新しいチームは
アシックスと現地の顧客の関係をより緊密にし、香港の 
パートナー企業へのサポートをあらゆる面で強化します。

「プロ意識の高い香港の人は急速に変化する環境で仕事をする
のに慣れています。香港で事業を展開していることはわが社
の大きな強みとなり、長期的に見れば、それが大中華圏で活
躍することのできる人的資源を生み出すことにつながると信
じています。香港で事業を拡大しながら、さらに部門を新設
する計画もあります」。

アシックスは世界各地 50 以上の国と地域に拠点を置き、 
150 ヵ国以上で事業を展開しています。2015 年には年間売上
高4,000億円を達成し、そのうち 76% を海外で獲得しています。 

「Want It More」さらなる高みを目指すアシックス
 

アシックス香港
•	アシックス香港は1996年に設立され、輸入販売代理店

を通じて香港市場に参入しました
•	香港にはアシックスブランドで3店舗、自社のライフ

スタイルブランド「オニツカタイガー」で6店舗を展
開しています

www.asics.com.hk

発行日：2016 年 11 月

 アシックスグループにとって香港が
ブランド構築の戦略的拠点である
ことには変わりありません。

5

http://www.asics.com.hk


峰寿司は 2014 年、香港進出 10 周年を迎えました。昨年、持株
会社 Japan Dining World Co Ltd の売上高は、日本の親会社の
売上高の 1.5 倍超を記録しました。10 年前にはスタッフ 20 人
だった同社は、香港で 250 人を擁するまでに成長し、日本の
親会社の 2 倍の陣容になりました。2004 年、香港に初めて 
峰寿司をオープンし、職人が握る本格的な寿司を香港の人々
に提供して以来、次々に店舗をオープンし、現在、香港では 
7 店舗の峰寿司を営業しており、そのほとんどが大規模な 
ショッピングモールの中にあります。

「香港での売上高は一貫して計画を上回ってきました。そして、
常に事業拡大を視野に入れてきました。」と、Japan Dining 
World Co Ltd 社長 林 昌純氏は述べました。「香港の人々の間
で、日本食の人気は、益々高まっています。当社の戦略は、
常に新鮮な素材を使い、高級感のある、職人が握ったすしを
手頃な料金で提供し、お客さまに喜んで頂くことです。」

中国本土からの渡航者による需要の高まり

レストラン事業は、香港と日本の 7人のパートナーとの合弁事
業です。林氏は、香港での飲食事業の成功の要因を、日本か
ら直接本物の情報と技術を得たこと、更には、醤油などの調
味料を厳選し、現地の人々の好みに合わせていることだと述
べました。中国本土の観光客からの需要拡大も重要です。「顧
客の約 10％は中国本土からのお客様です。中国本土からのお
客様は、香港ではどこよりも美味しい日本食を食べられるこ
とを知っています。従って、高価な料理を注文します。」と同
氏は説明しました。

他の寿司チェーン店とは異なり、 
峰寿司は、会員制は導入せず、
また積極的な販促活動も行って 
いません。品質と信頼性を重視
したメニューを用意し、旬の 
食材を使ったプロモーション 
メニューも提供しています。同
社は、中国本土への進出や日本
での新店舗のオープンは考えて
いません。「中国本土市場への
参入や日本での新規出店は容易
ではありません。それらの市場
では、品質よりも価格設定に照
準を合わせた競争が展開されて
います。日本では多くのレスト
ランが低価格競争に苦しんでい
ます。」と林氏は述べました。

新しいフランチャイズビジネス

香港では、美味しい焼肉店がまだまだ少なく、林氏は、かねてよ
り日本の焼き肉を是非提供したいという情熱を持ち続けてきま
した。2年半の交渉期間を経て焼肉ふたごのフランチャイズ契約
を獲得し、香港での出店を実現しました。林氏によると、焼
肉ふたごは日本で大きな成功を収め、3 年間で 20 店舗を展開
しました。香港の店舗は、本年 4 月、銅鑼湾（Causeway Bay）
にオープンし、15 人の現地スタッフを採用しました。 
林氏は 2020 年までに、峰寿司と焼肉ふたごを合わせて、香港
に 20 店舗の出店を目指しています。

Japan Dining World は、2004 年に日本商工会議所の紹介で 
インベスト香港のサービスを知りました。「インベスト香港の
接客サービス・旅行産業部は、長期的なパートナーであり、
ビザ申請などの諸手続きの迅速な対応、香港市場の最新情報
のタイムリーな提供など、万全なサポートをしてくれます。」
と林氏は述べました。「香港で築き上げた基盤をさらに強固な
ものにしていきます。そのためにも、あらゆる経営資源を集
中的に香港に投入していきます。それが私たちの戦略です。」

峰寿司が見る香港市場の大きな可能性
峰寿司を傘下に持つ持株会社 Japan Dining World Co Ltd は、先日、日本の焼き肉レストラン 焼肉ふたごを
世界各国の料理が楽しめるアジアの食の都 香港にオープンしました

発行日：2014 年 5 月

Japan Dining World Co Ltd
•	峰寿司1号店は、1971年に熊本でオープン
•	香港では、峰寿司7店舗と焼肉ふたご 1店舗を展開中

www.minesushi.com

 香港で築き上げた基盤をさらに
強固なものにしていきます。
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香港での恒隆白洋舎の 50 年間にわたる事業は、同社の根気、
声価、信念の集大成です。この香港と日本の折半出資会社は、
日本の白洋舎グループの二代目・五十嵐丈夫氏と香港の恒隆
グ ループの創設者・陳曽煕氏によって設立されました。50 年
前、両設立者が宗教的な交流において最初に出会った時には、
同社が香港のドライクリーニング事業における代表的な企業に
まで成長するとは夢にも思っていなかったでしょう。

「事業開始当初は様々な困難に直面しました。ドライクリーニ
ングは一般には普及しておらず、多くの人は値段が高く手の届
かないものと考えていたのです」と恒隆白洋舎 ( 香港 ) 有限公司 
の取締役ゼネラルマネージャーである横溝賢次氏は述べまし
た。初めの頃は、恒隆不動産の支援を受け、その所有不動産の
敷地内において恒隆白洋舎の直営店をオープンさせました。そ
して MTR の駅構内に店舗をオープンさせるという、ブランド
構築に大きな影響を与える戦略を採用したことにより、直営店
の数は現在 32 店舗にまで達しました。

事業の好転
1997 年の中国返還により、香港から海外に移住する人の数が
増えましたが、これが恒隆白洋舎の事業に影響を与え、それを
機にそれまで他のどの業者もやっていなかった集荷・配達サー
ビス、さらには冬服や寝具類の保管サービスを開始しました。
今では、恒隆白洋舍は香港有数のドライクリーニング業者にな
っており、収益の 80% を一般消費者、20% を法人顧客から得
ています。航空会社や銀行を中心に多くの香港の大企業が、従
業員の制服をクリーニングするため、恒隆白洋舎のサービスを
利用しています。

横溝氏は「当社は、香港におけるビジネスのやりやすさと高い
レベルの経済的自由を享受しており、同地においては有り余る
ほどのビジネスチャンスがあります」とした上で、「香港では 
ドライクリーニング市場はまだそれほど成熟していないため成
長の余地があり、とりわけ規制措置に関してはまだまだ改善の
余地があります」と述べました。

横溝氏は、香港での事業50周年を記念してホンハム工場を改装
し、生産性向上のために作業環境を最適化すると語りました。
同社の直営店においては、コンピュータによる POS システム（販
売時点情報管理システム）を導入することで手作業を廃止し、
販売プロセスを簡素化します。また付加価値の高い衣服の修繕
をサービスに織り込んだ「高級クリーニング」サービスも導入し
ます。「当社は日々の業務において日本のサービス基準を固守
しています。また、時折日本から品質管理者が派遣され検査が
実施されています。」と同氏は述べました。

「スキーやスノーボードといった冬のスポーツに対する香港の
人々の関心の高まりを受け、搬送や保管の困難な、かさばる冬
のスポーツウェアのクリーニング・保管サービスの提供も 
行っています」と横溝氏は述べました。そして「このニッチな市
場をターゲットにして、当社は旅行代理店や航空会社との提携
を開始しました」と付け加えました。

また同氏は、「当社の長期的な目標は、香港のドライクリーニング
業界においてお客様からご満足いただけるナンバーワン企業に
なることです。宅配サービスに重点的に取り組み、取扱量を増
やし競争力を強化します。保有車両を増加させ、継続的に顧客
と従業員の満足度の向上に励みます」と熱く語りました。

「クリーンリビング」の50年間
恒隆白洋舎の成長は、香港では不可能なことなどなく、チャンスが溢れていることを物語っています

発行日：2015 年 5 月

恒隆白洋（香港）有限公司
•	 1965年6月に香港で設立
•	日本と香港の株主による折半出資クリーニング会社
•	従業員数：170人

www.cleanliving.com.hk

 当社は、香港におけるビジネスの 
やりやすさと高いレベルの経済的 
自由を享受しています。

http://www.cleanliving.com.hk
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日立製作所／日立キャピタルについて

日立製作所（日立グループ）は、日本の多国籍複合企業です。
日立グループは 1910 年に設立され、現在子会社 8 社とともに
東京証券取引所に上場されており、主に以下に挙げる 10 の事
業部門で構成されています。 

• 情報・通信システム 
• 電力システム 
• 社会インフラ・産業システム 
• 電子システム・装置 
• 建設機械 
• 高機能材料・部品 
• 自動車システム  
• スマートライフ・エコシステム 
• その他（物流などのサービス） 
• 金融サービス 

日立グループはフォーチュン・グローバル 500 に 22 年間ラン
クインし続けており、2016 年には 79 位に付けています。

日立キャピタルは、金融サービスに特化した日立グループの上
場子会社です。日立グループの強固な財務基盤を活用し、社会
インフラ、環境と再生可能エネルギー、ベンダーファイナンス、 
カーリース、ヘルスケア、農業の 6 つの領域で事業を展開 
する他のグループ会社や取引先、特に日立グループの他の子会
社に財務ソリューションを提供しています。

日立キャピタル：中国事業への出資

 事業の拡大に伴い、柔軟性を確保
するため従来のように直接中国 
本土への資本投入を増やすのでは
なく、他の方法で資金需要に対応
する道を探っていました。地域の 
財務統括金融拠点を香港に設立す
ることが我々の出した答えです。

中国における日立製作所／日立キャピタル 

日立グループは、大中華圏を独立した商圏と見なしており、 
グループのビジネスにとって重要な地域であると位置付けてい
ます。2015 年 3 月現在、日立グループは中国本土、香港、台湾 
に合わせて 200 以上の子会社を展開しています。グループは 
同地域で多種多様な製品を製造・販売しており、その中には水 
処理システムなどの社会インフラ施設や、医療機器などの電気 
システムなど、比較的資本集約的な製品も含まれます。 

日立キャピタルは、日立グループの社内金融サービス会社とし
て、これらの領域において長年グループ会社に金融支援を提
供してきました。日立キャピタルは 40 年以上前に香港に進出
し、これまでに 120 名以上の社員を雇用しています。2005 年
と 2013 年には、事業強化のため北京と上海にそれぞれリース
子会社とファクタリング子会社を立ち上げました。日立の取引
先は、これらのプラットフォームを通じて日立の設備をリース
することができ、グループ会社やサプライヤーはカスタマイズ
された仕組みや取り決めにより売掛債権を売却し、中国におけ
るキャッシュフローを改善することができます。 

日立キャピタルはなぜ香港に地域財務統括拠点を設立
する必要があるのか？

中国本土の都市拡大に伴う社会インフラ製品への需要の高まり
は、日立の売上拡大を着実に後押ししてきました。それによ
り、中国本土における日立キャピタルのリース子会社の業務が
増加しています。 



1  現金化サイクル（CCC）は、会社が原材料の調達費用を支払ってから、顧客より現金を回収するまでの日数を表します。

１）日立グループの社会インフラ製品やヘルスケア 
製品を販売する Hitachi China の子会社は、従来、
顧客毎に異なるファイナンスプランを提供してき
ました。Hitachi Capital Leasing (China) は、中国
本土内のグループ会社が様々なリース契約を活用
し資金調達を行う際、中心的な役割を果たしてき
ました。

２）中国本土で製造もしくは貿易に携わるグループ会
社は現金化サイクルを短縮するために、中国本土
内の売掛債権を Hitachi Capital Factoring (China)
に売却します。

３）香港に設立された HCM は、シンジケートローン
やプロジェクトファイナンスにより資金調達を行
います。リース子会社やファクタリング子会社に
対し、クロスボーダーのグループファイナンスを
行い、利息を受け取ります。また、HCM はリー
ス子会社とファクタリング子会社の持ち株会社で
もあるため、各社から配当を受け取ります。

４）HCM は Hitachi High Technologies を通して、グ
ループ会社のクロスボーダーの売掛債権を買い 
取り、リインボイス取引の回収業者としての役割
を担います。また、Hitachi High Technologies の
クロスボーダーの売掛債権も買い取ります。

５）HCM は取引金融機関の香港支店より資金調達を 
行います。

６）HCM は大中華圏における日立グループの他のプロ
ジェクトに対してマイナー出資を行い、配当や利
息を受け取ることもあります。

Mainland 
China

Hitachi’s group 
companies

Hitachi’s group 
companies

Hitachi’s group 
companies

Hitachi Capital 
Leasing (China)

Hitachi Capital 
Factoring (China)

Hitachi High 
Technologies

Hitachi Capital 
Management 
(China)(HCM)

Hitachi Capital 
(Hong Kong)

Financial 
Institutions

Hitachi Capital’s 
affiliate companies

Hong Kong

Hong Kong

Greater China

Financia
l 

Arra
ngement

Cash Flow

1 2 4
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香港を介した日立の中国事業における資金需要のサポート
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しかし、ビジネスの機会は豊富にあるものの、それに見合う
だけの十分な資本がありません。従来の体制では、リース子
会社は現地に金融機能を保有し、中国本土の金融機関から融
資を取得します。Hitachi Capital Management (China) Ltd　
Managing Director　竹田真史氏は、同社が直面する課題につ
いて次のように述べています。「中国本土向けに出資を行う場
合、さまざまな制限や手順に従わなくてはなりません。事業の
拡大に伴い、柔軟性を確保するため従来のように直接中国への
資本投入を増やすのではなく、他の方法で新たな資金需要に対
応する道を探っていました。」 

そのため、日立キャピタルは資金調達支援を強化するためにオ
フショアの財務統括拠点を設立することを決定しました。同拠
点は香港の銀行からシンジケートローンを調達し、クロスボー
ダーのグループ内融資によってリース子会社に資金を貸し出し
ます。先般、日立キャピタルが香港に地域の金融拠点として新
会社 Hitachi Capital Management (China) Ltd（HCM）を設立した 
のは重要な一歩です。HCM はリース子会社とファクタリング 
事業の両方の資金調達を支援します。

また、同社は日立の他のグループ企業が Hitachi High 

Technologies Hong Kong Ltd.（日立ハイテクノロジーズ）を通
じてクロスボーダー取引を行う際のリインボイスセンターとし
て機能します。例えば、中国本土に拠点を置くグループ会社が
商品を輸出する際、まず香港の日立ハイテクノロジーズに商品
を販売し、利息費用を差し引いた売上金を前払いで受け取りま
す。次に日立ハイテクノロジーズは商品を最終的な買い手に販
売し、中国に支払う現金を確保するために HCM に売掛債権を
売却します。その後、HCM は買い手から決済日に最終的な支
払いを受けます。そうすることで、グループ会社は現金を早く
受け取ることができ、現金化サイクル 1 を短くすることができ 
ます。竹田氏は次のように説明します。「当社のグループ会社は 
品質の高い製品づくりに長けています。この製造機能をサポー
トするために HCM が果たすべき役割は、各社のキャッシュフ
ローを注意深く監視するお手伝いをすることです。」

HCM は、日立キャピタルの中国事業においても、さまざまな
資金調達プロジェクトで調整役として重要な役目を果たしま
す。北京と上海の現地法人がグループ内の新たな資金調達案件
に専念する一方、HCM は最適な資金調達支援や資金調達手段

（シンジケートローンやプロジェクトファイナンス等）を検討
し、最終的に日本の本部の最終承認を得、実施します。



発行日：2016 年 8 月

Hitachi Capital Management (China) Ltd
•	設立年：2016年
•	従業員数：2名
•	事業内容：資本投資、エクイティファイナンス、 

資金調達

www.hitachi-capital.co.jp

•	従来のグループ構造では、日立キャピタル(日本)
は中国本土のリース子会社とファクタリング子 
会社の株式を直接保有していました。

•	中国本土で業務を行うグループ各社は、中国本
土内に金融機関より直接資金調達を行っていま
した。

Mainland China

Hitachi Capital Corporation

Hitachi Capital 
(Hong Kong)

Hong Kong

Ownership 

•	新しいグループ構造では、日立キャピタル(日本)
は香港に設立されたHitachi Capital Management 
(China)の株式を保有します。Hitachi Capital 
Management (China)は、日立キャピタルグルー
プの中国本土及び香港における地域統轄本部とな
る予定です。

•	 Hitachi Capital Management (China)は、中国本
土のリース子会社とファクタリング子会社の持
株会社となります。Hitachi Capital Management 
(China)はクロスボーダーのグループファイナンス
により、各社に資金を提供します。

The original ownership structure

Japan

Hitachi Capital 
Leasing (China)

Hitachi Capital 
Factoring (China)

Mainland China

Hitachi Capital 
(Hong Kong)

Hong Kong

The new ownership structure

Japan

Hitachi Capital 
Leasing (China)

Hitachi Capital 
Factoring (China)

Hitachi Capital 
Management (China)

Hitachi Capital’s 
affiliate companies

Hitachi Capital Corporation

新しいグループ構造図
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なぜ香港か？

いくつかの要素を検討した結果、日立キャピタルは地域の財務
統括機能を中国本土から香港に移すことが、中国における会社
の事業拡大戦略にとって最も有益であると考えています。竹田
氏は次のように述べています。「香港は非常に進んだ成熟した
金融センターです。」 

安定した法規制の枠組みは主な検討要素の 1 つです。日立キャ
ピタルは事業の長期的な持続可能性を重視しており、金融機関
との契約やクロスボーダー金融取引が常に円滑に進められる環
境に拠点を置く必要があります。

竹田氏は、香港の法律と金融の専門家は非常に知識が豊富で 
きめ細かいサービスを提供してくれるとの印象も持っています。
例えば、会社立ち上げの際には、株式会社構造の立案、税務ポ
ジションの最適化、日本、香港、中国における規制遵守などに
関して取引先の銀行から非常に有益な助言を受けています。 
竹田氏は次のように述べています。「銀行は金融商品や構造に 
ついて我々よりも知識が豊富なため、取引先の銀行とは緊密に 
連絡を取り合っています。」香港における会社設立の手続きは 
全体的に分かりやすいと竹田氏は感じています。「香港は新会社 
を設立する際のプロセスは明快です。」

同社は他の候補地も検討しましたが、「中国への入り口という
ことで考えると、香港が最適である」との結論に至りました。

次のステップ

現在の計画では、HCM が中国における日立キャピタルの全子
会社の持株会社になり、香港が地域統括本部として機能する予
定です。HCM は中国事業の配当金と利息収入を受け取り、それ 
らを他の地域に再投資することができます。以前はキャッシュ 
フローは日本の本部を通さなければならなかったのに対し、今
後はより効率的かつ俊敏に他のプロジェクトに資本を投入する
ことができます。竹田氏は次のように述べています。「香港は
税制面において非常に優れています。例えば、中国本土からの
配当金収入に対する源泉徴収税は今後 5% に減ります。」

竹田氏はさらにこう述べています。「組織再編が終わったら、
中国における当社事業をサポートする経営管理機能も含め、 
資金調達以外の業務機能も香港を拠点にすることを検討 
します。」

http://www.hitachi-capital.co.jp
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百農社國際有限公司（Hyakunousha International Limited) の 
董事長 西田宗生氏（29）は、毎朝同社のおむすびを食べ、その出
来具合を確認します。同氏は水泳を趣味としますが、その健康
的なライフスタイルは、3 年間で 11 店舗にまで店舗数を急拡
大させた「華御結」のメニューにも反映されています。「華御結」
の店舗前には、毎日行列ができます。顧客はおむすび、サラダ、
自家製スープ、和食の主菜と副菜、刺身、寿司、温かい弁当の
中からそれぞれ組み合わせて作るヘルシーなお持ち帰り弁当を
楽しみにしています。いずれのメニューにもカロリー量が記載
されているので、安心して選択できます。

「日本のお米を世界へ」という使命の下、西田氏は香港ならでは 
の環境と機会を活用し、自身の才能を最大限活かして、ヘル 
シーな食品の促進とビジネスの急成長を成し遂げました。 

「上海や北京でもフィージビリティースタディを行いましたが、 
日本のお米を販売するには、香港市場が最適であるという結論に
達しました。香港の会社設立に関する制度とそのビジネス環境
は、起業家にとってこれ以上にない好環境です。香港の人々は
洗練されており、食に対して健康志向です。私たちは、東南 
アジアや中国本土で海外事業を展開するにあたり、香港に地域
本部を置こうと考えています。」と西田氏は述べました。

秘伝のレシピ
高品質と現地の人々の好みを取り入れた味付けが、「華御結」の
成功の鍵です。香港の火炭にある同社のセントラルキッチンで
は、にぎりたてのおむすびやその他の料理が日々製造されてい
ます。おむすびやお弁当には、日本産高級米が使用されていま
す。焼き鮭や健康に配慮し厳選された油で調理した皮なしの鶏
の唐揚げは、香港の人々に大変人気があります。

顧客層を絞り込むのに、店舗の立地条件も重要な要因です。 
「華御結」の店舗は、オフィス街で働く人々が多く集まる商業 

地区内にあります。通常は小規模な店舗や期間限定の店舗で営業 
しています。「テイクアウト・ビジネスでは、小規模な店舗が
理想的です。というのも、大型ファストフードチェーンとの直
接的な競合を避けるべく、柔軟な体制を保持することができる
からです。」と西田氏は述べました。また、毎月テーマを設定
して商品を提供し、販売促進を図っています。例えば、7 月の
メニューは腸内環境を改善する「塩麹」をテーマとし、8 月には
沖縄をテーマとしたメニューを提供しました。

香港での会社設立に際し、同社は、許認可申請、運営上のアド
バイスなど、インベスト香港から継続的に支援を受けました。 

「インベスト香港のスタッフの皆さんは大変フレンドリーで、
非常に親身に対応してくれました。セントラルキッチンの開設
に当たっては、インベスト香港の接客サービス・旅行産業部の
方々が進んで試食して下さいました。おかげで香港の人々の好
みを把握するのに非常に助かりました。インベスト香港の担当
者とは電話一本で連絡が取れますので、困った時はいつでも相
談に乗ってもらえます。」と同氏は述べました。

西田氏は今後 3 年間で、香港に 100 店舗のオープンを目指して
おり、商業 · 教育部門へのケータリングサービスの展開も視野
に入れています。

日本のおむすび屋さん、香港で快進撃
香港の優れたビジネス環境と洗練された消費市場が、「華御結（はなむすび）」に香港での大きなチャンスを 
もたらし、同社を急成長へと導きました

百農社國際有限公司 
（Hyakunousha International Limited）

•	 2010年にオープン
•	従業員数130名（パートタイムスタッフを含む）
•	お持ち帰りのおむすびや和食の販売

www.h-musubi.com

発行日：2014 年 9 月

 香港の会社設立に関する制度とその 
ビジネス環境は、起業家にとって 
これ以上にない好環境です。

http://www.h-musubi.com
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2013 年、一蘭は、50 年以上にわたり、日本で培ってきた伝統
的かつ本格的なとんこつラーメンを香港にもたらしました。
銅鑼湾（Causeway Bay）の主要ショッピング地区に初の海外店
舗をオープンした一蘭は、この国際都市で飲食業を成功させ
る秘訣にすぐに気付きました。それは、本物志向、革新的な
店舗及び注文システム（オーダー用紙を使って好みに合わせた
オプションを選択し、ボタンを押して店員を呼び、あとは、
ひたすら味わう。）です。

「香港の日本食ブームにより、需要と供給の両面で牽引力が生
み出されます。｣と株式会社一蘭　代表取締役社長　吉冨学氏
は述べました。「銅鑼湾（Causeway Bay）店の成功は我々の予
想を大きく超えて、驚異的なものです。香港は、大変洗練さ
れた市場であり、大きなビジネスチャンスがあります。ビジ
ネスチャンスにおいて、香港は既にニューヨーク、さらには
東京をも凌駕していると考えます。」

インベスト香港と九州経済連合会が連携しながら支援したこ 
とが、自信を持って香港への進出準備ができた要因だと、 
吉冨氏は謝意を示しました。店舗前の長蛇の列が示すように、
一蘭の銅鑼湾（Causeway Bay）店の人気は一向に衰えを見せ
ず、その人気が、2015 年 6 月香港 2 号店となる尖沙咀（Tsim 
Sha Tsui）のオープンにつながりました。

24 時間体制で運営する一蘭は、香港進出当初、現地スタッフ
を 90 人採用しましたが、新規店舗のオープンに伴いスタッフ

数を 300 人に増やしました。新規
オープンした尖沙咀（Tsim Sha 

Tsui）店は、同地区を象徴する 

K11 アートモールの近くに位置し、銅鑼湾（Causeway Bay）店
よりも総面積で勝ります。新店舗では、「屋台」と他のお客様
を気にする必要のない「味集中カウンター」の 2 形態で 182 席
が用意されています。

顧客満足度の向上、リピート顧客増加及びスタッフの質の向
上に伴い、一蘭は香港島または新界（New Terrotories）に 3 号
店を開設する予定です。最終的には、中国本土市場への参入
を目指しています。

「大きな挑戦が待ち受けてはいますが、品質と味を維持し、 
リピーターを増やすことが鍵となります。私たちは一蘭を代表
する天然とんこつラーメンを提供していますが、常に新しい
アイデアや新商品も開発しています。例えば、女性のお客様
にご満足頂けるよう、デザートメニューの改善も怠りません。｣ 
と吉冨氏は述べました。

香港進出に当たり、事前調査でも創業準備でも、インベスト
香港には多様なサポートをして頂きました。市場情報の提供、
採用に関するアドバイス、ビザ申請支援、広報サービス、 
ネットワーク作りの機会提供など、そのサポートは多岐にわた
り、スムーズな創業準備を進めることができました。

一蘭、顧客満足の秘訣
日本の本格とんこつラーメンへのこだわりが、一蘭の香港での成功と自信につながっています

発行日：2015 年 7 月

動画を再生

 ビジネスチャンスにおいて、香港は
既にニューヨーク、さらには東京を
も凌駕していると考えます。

一蘭
•	 1960年、博多（福岡県）にて創業
•	日本国内に50店舗以上運営

hk.ichiran.com

http://www.hk.ichiran.com
https://youtu.be/ShadOUwJwmI


同夫妻は、妊娠前でも妊娠後でも着用できる、誰もが欲しがる
ファッションブランドを提供しようと、世界中を飛び回ってい
ます。中にはアジアの Mayarya（マヤアリヤ）でしか扱っていな
い商品もあります。

同社は、今やマーケティング及びデザインディレクター、小売
担当マネジャー、オフィスマネジャー、E コマースコーディネー 
ター、アシスタントバイヤー、デザイナー、数人のショップ 
スタッフなどを擁する組織へと順調に成長しました。また、 
更なるスタッフ増員も計画中です。

「香港島の最初の 2 店舗は、当社のコンセプトの試金石となり
ましたが、海外駐在者及び地元のお客様から多くのヒントを得
ました。当社は、マタニティ市場における知識の豊富さを自負 
しており、顧客層の大半が中国本土及び地元住民であろう九龍 
へも出店する準備が整いました。更に来月には、銅鑼湾

（Causeway Bay）に第 4 号店をオープンする予定です。また、 
プライベートブランド「PREDICT」も立ち上げました。」と 
Shetty 氏は述べました。

Mayarya（マヤアリヤ）は、シンガポール、マレーシア、韓国、
フィリピンでフランチャイジーを認定し、来年中には海外に
3～4店舗Mayarya（マヤアリヤ）ショップを立ち上げる計画です。

小売ビジネスを開始するには十分な準備が必要ですが、Shetty
氏は貴重なアドバイスをしています。「賃貸借契約書にサイン
する前に、正確なデュー・デリジェンスを行ってください。適
切なスタッフを採用し、ビジネスオーナーのようにふるまえる
ようスタッフをやる気にさせてください。私たちの場合、主要
なチームメンバーには、ＫＰＩ（重要業績指標）をもとに毎月ボ
ーナスを支払っています。最後になりますが、もう一つ大切 
なのがあなたの会社の成長ストーリーをサプライヤーやベンダー 
にしっかりと説明し、理解し、共有してもらうことが大切で
す。そうすれば、支払条件の設定や、値段交渉もスムーズに行
うことができます。」

Shetty 氏によると、香港は彼女の家族がこれまでに暮らした
すべての街の中で 1番エネルギーに満ちた都市であり、新しい
アイデアに満ち、常に人の行き交う、極めて国際的な都市と
言えます。彼らは他の起業家を通じてインベスト香港のこと
を知りました。「インベスト香港には、小売スペースの紹介、
投資ビザから、香港特有の問題についての日常的なアドバイ
スまで、さまざまなサポート、アドバイスをもらいました。
インベスト香港は、私たちの真のパートナーです」と Shetty 氏
は述べました。

「私たちが Mayarya（マヤアリヤ）を始めた理由、それはマタニ
ティファッション市場に絶好のチャンスを見出したからです。
私たちはそれぞれ異なる小売分野において、経験を積んできま
した。互いの持つスキルを生かしながら、マタニティ・マルチ
ブランドファッションというニッチな分野に照準を合わせて、
市場の開拓に乗り出したのです。」と Mayarya（マヤアリヤ）の
共同創業者、Reika Shetty 氏は述べました。

香港で数年間働いた後、Sid Shetty 氏と Reika Shetty 氏夫妻は、
香港で自分たちのビジネスを立ち上げることを決意しました。
2012 年 11 月に起業した Mayarya（マヤアリヤ）は、スタート 
アップ企業から事務所と 3 店舗を有し、オンラインショップを
活用してグローバル展開を進め、香港から商品の配送を行う 
マタニティ・授乳用ウェアの小売業者へと急速な成長を遂げま
した。先月には尖沙咀（Tsim Sha Tsui）のミラ・モールに最新店
舗がオープンしました。

Mayarya（マヤアリヤ）には、ランジェリーからジーンズ、さらに、
仕事着からウエディングドレスにいたるまで、妊娠期または 
授乳期のおしゃれなお母さんが必要とするもののすべてが揃っ
ています。ドレスやトップスは、出産後も着用できるようなデ
ザインになっています。「妊婦に優しいのであって、妊婦だけ
を対象としているわけではありません。私たちのコレクション 
は、典型的なマタニティウェアではなく、通常のファッション 
ブランドとして支持されているのです。」と Shetty 氏は述べま
した。

マンマ・ミーア！ Mayarya（マヤアリヤ）!
夫婦で作ったマルチブランドのマタニティファッションをコンセプトにしたショップ、Mayarya（マヤアリヤ）は今、
香港で急速な拡大を遂げています。近い将来、海外でも展開するでしょう

 インベスト香港は、
私たちの真の 
パートナーです。

発行日：2015 年 7 月

Mayarya（マヤアリヤ）
•	 2012年香港で立ち上げられたマタニティファッション

をコンセプトにしたショップ
•	Mayaryaは、Shetty夫妻の2人の子供の名前、Mayaと

Aryaを組み合わせたものです

www.mayarya.com
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http://www.mayarya.com
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一般財団法人日本文化用品安全試験所（MGSL）
•	東京事業所（本部）、大阪事業所、香港事業所、台北

事業所
•	従業員150名（日本国内）、35名（香港）

www.mgsl.or.jp

製品の安全性試験で 55 年の実績を持つ、MGSL（本部：東京）は、
2014 年、国際市場への事業展開の拠点として香港を選択しま
した。新界の大埔に開設された香港事業所では、2014 年 9 月の
開設時に 5 名のスタッフを採用し、現在では 35 名（含日本人 5
名）の陣容にまで拡大しました。MGSL の試験検査業務は 9 事
業から構成されていますが、香港事務所では主に玩具の安全検
査業務及び家庭用日用品の化学分析業務を展開しています。

MGSL の香港事業所開設の決定には、世界の製造拠点である、 
珠江デルタ（PRD）地域への近接性、そしてアジアの中心という 
香港の地理的優位性が、その背景にあります。

「玩具製造業のバリューチェーンは、同地域に移行しました。
多くの日本メーカーが製造拠点を中国本土並びに他のアジア
諸国へと移しました。今や、多くの製品が、深圳で品質確認
を済ませ、香港で試験検査を受けて、日本へと輸出されてい
ます。昨今、日本は製品設計に特化しています。」と MGSL 
専務理事 渡邊孝善氏は述べました。「インドネシアやインドの 
ような近隣諸国の若年層人口の厚さと人口増加が、試験検査
サービスにとって巨大な市場をもたらします。こうした状況
に加え、PRD 地域に隣接する立地と物流面での費用対効果と
を考慮すると、香港での事業所開設は、理にかなった選択と
言えます。」

試験、認証ハブとして香港の地位
香港は、アジアにおける試験および認証ハブとしての地位を
確立してきました。渡邊氏は、香港政府の正式認可を受けた
試験所を持つことは、海外事業展開において大きな強みだと

捉えています。国際的なルールや規制に準拠している香港政
府の正式認可が、ヨーロッパなどの海外市場で認められる傾
向にあるからです。MGSL 香港事業所は、総合的な試験サービ
スを提供するだけでなく、中国華南地区や東南アジアのお客
様をサポートするための地域統括本部としての機能を果たし
ます。

「香港の自由貿易港としての優位性、情報や資本の自由な流れ
といったビジネスに優しい環境の下、当社が事業を展開出来
ることを嬉しく思います。」と渡邊氏は述べました。「また、 
香港事業所は、文字通りゼロからのスタートでしたが、一流 
大学卒の現地スタッフを採用することが出来ました。彼らには
定期的に東京本部での研修を実施しています。」

渡邊氏は、5 年後に、香港事業の収益倍増を目指し、2016 年
までに特に経験豊富なスタッフ 80 名の採用を計画しているこ
とを明らかにしました。「アジア地域における試験検査サービ
スの需要増加と香港政府の正式認可に対する世界的な認知傾
向に鑑み、日本の試験検査分析企業にとって、香港は間違い
なく、最適な拠点です。」と渡邊氏は締めくくりました。

試験検査分析と言えば香港
一般財団法人 日本文化用品安全試験所 (MGSL) は、香港の戦略的なロケーションに着目し、香港事業所を開
設しました。厚生労働省食品衛生法に基づく外国公的検査機関、並びに香港政府認定の検査機関として、試
験、検査分野で幅広いサービスを提供します

発行日：2016 年 3 月

 アジア地域における試験検査 
サービスの需要増加と香港政府の 
正式認可に対する世界的な認知 
傾向に鑑み、日本の試験検査分析 
企業にとって、香港は間違いなく、 
最適な拠点です。

http://www.mgsl.or.jp
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Nikkei Markets は香港、シンガポール、マレーシアの金融市場
関係者を中心とした金融プロフェッショナルのニーズに応える
ため、これらの地域のマーケット概況、上場企業の発表、値動
きの背景などを英文で伝える市場速報ニュースサービスです。

「日経は 2013 年 11 月に英文ニュースメディア Nikkei Asian 
Review を創刊し、その編集チームを香港に置いています。今
回さらに Nikkei Markets についても香港に投資を継続する理由
は、香港が金融プロフェッショナルにとって、アジアのハブと
して極めて重要と認識しているからです。」と日経中国（香港）
社の岩本陽一社長は述べました。

「読者は、私たちがアジアのメディアとしての視点で提供して
いるニュース、市場分析、見識を期待すると同時に、厳格な取
材・編集基準によって正確で偏りのないニュースを提供するこ
とを私たちに求めています。私たちは Nikkei Markets を通じて
香港やこの地域の金融市場に関する信頼性の高いニュースや出
来事をリアルタイムで報道することに努めます。」と付け加え
ました。

グローバルな報道機関だけでは不十分な地域の企業ニ
ュースをカバー
Nikkei Markets は、香港の上場企業と日経が選んだアジアの有
力企業「Nikkei Asia300」各社の事業展開や重要な出来事などを
取材して提供します。ブルーチップとよばれる大型の優良株に
加え、投資家の関心を集めている中型株式のニュースも提供
します。そして近い将来、さらに投資機会を見つけられるよう

な値動きのより激しい小型株までその取材範囲を広げる計画
です。

「近年、市場関連ニュースを扱うグローバルな大手通信社の中
にはアジアでの事業を縮小するところも多く、地元企業のニ
ュースが減っています。正確な企業ニュースへの需要と供給の
ギャップが広がっており、このギャップを Nikkei Markets で埋
めていきたいと考えています。」と日経ニューズライズアジア
社ダイレクターのスミート・ニハラニ氏は語っています。

Nikkei Markets の香港編集チームは、5 ～ 6 名の現地記者とエ
ディターで構成される予定で、ニュース本数に応じて将来的に
はさらなる増員の可能性も検討しています。

Nikkei Markets は香港のほかにマレーシア、シンガポールに取
材拠点を持ち、タイムリーな編集と効率的なニュース発信を確
保するために、インドを含めアジアをまたぐ編集体制によって
サポートされています。

日本経済新聞社＝新たな英文ニュースサービス
 「Nikkei Markets」で香港でのプレゼンス 
拡大を図ります
日本経済新聞社は日本を代表する経済中心とした言論報道機関で、発行部数 320 万部を超える日本経済新聞

（電子版有料会員数を含む）は、日本国内ばかりでなく、世界でも最大の経済紙です。同社は古くから香港に
編集支局と現地法人を置いていますが、今年 9月、新たにグループ会社の日経ニューズライズアジア社（本社：
シンガポール）が、新しい英文ニュースサービス Nikkei Markets の編集拠点を香港に立ち上げました。

発行日：2015 年 9 月     改訂日：2017 年 10 月

Nikkei Markets
•	 2017年4月サービス開始
•	アジアの主要株式市場にフォーカスした英文速報ニュ

ースサービス

nikkeinewsrise.com

 香港が金融プロフェッショ
ナルにとって、アジアの 
ハブとして極めて重要と 
認識している。

http://www.nikkeinewsrise.com


発行日：2015 年 7 月

 香港での成功は、当社にさらに 
多くのチャンスをもたらし、他の国
での事業展開を後押しするものと
確信しています。

RIZAP は日本発の世界的なトップブランドのトレーニングジ
ムとなるべく、海外に更に 10 店舗の開設を計画しています。
｢香港での成功は、当社にさらに多くのチャンスをもたらし、
他の国での事業展開を後押しするものと確信しています。｣と、
瀬戸氏は述べました。

個々人のニーズに合わせた健康増進サービスに対する高い需
要並びにアジア諸国における引き締まった体への関心や健康
志向の高まりを受け、RIZAP は海外展開を急速に進め、健康
や生活の質を重視する人々が多く集まるシンガポール、台湾、 
香港といった近代的な国際都市をターゲットにしてきました。
その中で、RIZAP は低率かつシンプルな税制度やビジネスに
優しい環境が整い、戦略的立地にある香港に特に魅力を 
感じています。こうした香港の環境は、香港のみならず世界
各地においても RIZAP の競争力を高めるのに資するものと
RIZAP は確信しています。

2012 年 2 月に日本で初のジムを開設以来、RIZAP は、本格的
なマンツーマントレーニングの提供にこだわってきました。
他のお客さまと同じ空間でパーソナルトレーニングが行われ
る従来のフィットネスジムとは異なり、RIZAP のパーソナル
トレーニングサービスは、お客様のプライバシーが確保され
た個室で提供されます。

「最高の結果を得るために、お客様の体型、体重および体
質に合わせて、個々にオリジナルメニューを作成します。｣
と RIZAP 株式会社 代表取締役社長 瀬戸 健氏は述べました。
RIZAP が提供するプログラムは、単に基本的なトレーニング
施設を用意してパーソナルトレーニングサービスを提供する
といったレベルを超えています。広範な科学的根拠に基づき、
開発されたトレーニングプログラムを高度にカスタマイズし、 
内容を柔軟に変更・発展させることにより、同社はお客様 
一人ひとりの体型と健康状態に合わせたメニューの提供に 
努めています。また、RIZAP は栄養学に基づき、食事管理に
関する個別カウンセリングも行います。

RIZAP は、お客様の要望、目標、夢にお応えし、さらにその
上を目指すことを信条としています。つまり、究極的には個々
のお客様の人生における理想の実現を目指しています。2 ヶ月 
間のプログラムを通して、RIZAP は率先してその遂行に努め、
お客様の目標達成をコミットします。「他のフィットネス 
セン ターと RIZAP とが大きく異なる点は、ダイエットプログ
ラムによる減量も含めて、当社はお客様の期待を超えるレベ
ルの成果を保証する点です。」と、瀬戸氏は述べました。

最高のサービスと最大の効果の提供をコミットするため、
RIZAP は最高基準を満たすトレーナーのみ採用することに
重きを置いています。「当社は高度な訓練を受け、熟練した
ト レ ーナーに誇りを持っています。当社のトレーナーは高品
質の優れたサービスを提供し、お客様のご要望に応えるべく
自らを鼓舞し、常にモチベーションを保つよう努めています。
また、RIZAP のトレーナーは、お客様のご要望に応えるため
の幅広いスキルを身に付けています。さらに、トレーナーは、
トレーニングの知識やスキルの提供だけでなく、ダイエット
の継続に最も大切な精神面のサポートも行います。｣と、 
瀬戸氏は述べました。

パーソナルトレーニングジム 
RIZAP、香港に進出 

RIZAP
•	 2012年に日本で設立
•	 2015年6月に香港で同当社初のトレーニングジムを開設
•	科学的根拠に基づくマンツーマンのパーソナルトレー

ニング、プライバシーが確保された個室でのサービス
提供に特化

•	栄養学に基づきカスタマイズされた食事管理に関する
カウンセリングを提供

www.rizap.hk

RIZAP が科学的根拠に基づ いたオーダーメイド型 
パーソナルトレーニングジムを香港で始動します
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発行日：2017 年 3 月

2001 年に開店した「和民」は、香港で最初の居食屋（食事を重
視する居酒屋）コンセプトのお店で、日本国外第 1 号店です。

「日本では人口が減少し市場規模が縮小していく中、経済成長
によりビジネスを発展させる機会のある海外市場への進出は、
ワタミグループにとって重要です。香港はワタミグループに
事業拡大の機会をもたらすだけでなく、中国本土と隣接して
いる戦略的立地条件が、最新情報を入手し中国本土市場に進
出するのに役立っています。」と社長の桑原豊氏は述べています。

多様なブランドの立ち上げ
和民國際有限公司は、「和民」を 17 店舗、より広い顧客層をタ
ーゲットとした「和亭」を 5 店舗、フュージョン地中海料理の

「Gochiso」を 4 店舗、そしてサンドウィッチやピザを提供する
「Kitchen J」を展開しています。また同社は、最近新たに二つ

のプロジェクトを始動しました。繁華街であるコーズ 
ウェイベイ（銅鑼湾）に焼鳥屋「Firebird」を開店し、「饗 和民」 
という新しいコンセプトの高級居食屋を「和民」コーンヒル 

（康怡）店で展開しています。両店舗のインテリアデザインと 
メニューは日本の専門家の手によるもので、料理の材料もま
た日本から輸入した食材を使用しています。

桑原氏は、最近のグルメな人々は現地の嗜好に合わせた日本
食ではなく、日本の本物の味や雰囲気を求めていることを理
解しています。そのため、「饗 和民」を立ち上げると決めた時、
最初から最後まで日本の要素をきちんと取り入れることは必
須でした。「日本は香港人にとって、最も人気のある旅行先の
一つです。多くの香港人は日本の料理に親しんでおり、真の
日本食を知っています。お客様からのご意見を一番に受け止
め、現地の食のトレンドを知り、我々のスタッフの懸念事項

日本料理の普及に邁進

和民國際有限公司 （Watami International Co., Ltd）
•	 2001年に香港に初めて居食屋「和民」１号店を開店
•	同 社 は 現 在 香 港 で 様 々 な 飲 食 ブ ラ ン ド 2 8 店 舗 を 

展開し、1,000人の地元従業員を雇用している

watami-int.net

和民國際有限公司（Watami International Co., Ltd）は、2000年に香港で設立され、以来多様な飲食ブランドを確
立し、現在28店舗を展開しています。そして今、さらに新しいコンセプトを香港にもたらし、事業を拡大しています

をすぐに理解し、そしてこの変化の速い香港市場に適応して
いくためには、私が香港に滞在していることは非常に重要で
す。」と桑原氏は述べています。

「インベスト香港のサポートにより、私は自身の考えに対して
適時にアドバイスを受けることが出来ます。また、インベス
ト香港が主催するネットワーキングイベントは、私のネット
ワークと新しいビジネス機会を広げるのに多いに役立ちます。」

現在、同社は 1,000 人のスタッフを雇用し、その 95％が地元
従業員です。「香港人は非常に自立しており、勤勉で、新しい
スキルを習得することに対しいつも意欲的です。」と、同氏は
付け加えました。

香港以外でも、ワタミグループは上海、深圳、広州、蘇州、
シンガポール、韓国、台湾、フィリピンそしてカンボジアと、
アジア各地で店舗を展開しています。

将来の事業計画について桑原氏は、変化し続けるマーケット 
に応え、さらに顧客層を広げるため、多種多様なブランド 
を展開したいと考えています。
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 お客様からのご意見を一番に
受け止め、現地の食のトレンド
を知り、我々のスタッフの懸念
事項をすぐに理解し、そしてこ
の変化の速い香港市場に適応
していくためには、私が香港に
滞在していることは非常に重
要です。

http://www.watami-int.net


注：* 吉原治良によって設立された具体美術協会は、戦後の日本で
最も影響力を持った前衛的な芸術運動の一つでした。

発行日：2016 年 3 月     改訂日：2018 年 4 月

1967 年の創業以来、ホワイトストーンギャラリーは、プライ
マリー・マーケット並びにセカンダリー・マーケットにおい
て、国籍や年齢に関わらず、日本の伝統芸術から印象派、 
エコール・ド・パリ、GUTAI ( 具体 )、草間彌生、奈良美智、 
ハイレッド・センター、その他新興芸術家に至るまで、多岐 
にわたるアーティストを紹介してきました。

インベスト香港の支援の下、同ギャラリーは、2015 年に東京
から香港に本社を移転しました。香港は若いアーティストを引
き付け、国際市場にアピールするのに最適な都市だからです。

「香港にしっかりとした基盤を築くことが当社の使命です。 
香港は当社にとって、優れた若いアーティストを発掘し、国際 
市場で当社をアピールするために最も重要な都市の一つにな 
るであろうと確信しています。香港では市場の動向やニーズ 
を先取りすることができるからです。」と株式会社ホワイト 
ストーン　代表取締役　白石幸栄氏は述べました。

白石氏によると、香港特別行政区政府の国際企業を歓迎する
姿勢も本社移転の大きな後押しとなりました。「シンプルで実
用的な制度と、インベスト香港の熱心な支援は、香港での事
業開始に当たり、大きな助けとなりました。また、多くの収
集家にとって、芸術を楽しみ、貴重な作品を手に入れるのに
最適な環境を香港は備えていると思います。」と同氏は述べま
した。

アート取引の重要拠点
ホワイトストーンギャラリーの主要な顧客は、芸術品を資産と
みなして生涯に渡り収集する、長期的な観点に立ったアート 
コレクターです。従って、時間が経つにつれ価値が上がり、 
市場性が高まる作品の供給が同社の使命です。

「香港市場は非常にオープンであり、活気溢れる取引が繰り広
げられているので、主要な美術館、学芸員、評論家、コレクター
やオークションハウスが香港に集まっています。こうした 
活気ある環境が当社にとって大いにプラスとなっています。」
と白石氏は述べました。同氏は、香港が国際アート市場にお
いて中心的役割を担っていることから、香港でのオフィス開
設がホワイトストーンギャラリーをより洗練された国際的な
ギャラリーにするための大きな一歩になると確信しています。

GUTAI ( 具体 )* 芸術の専門家 白石氏は最近、香港のオークショ
ンで多くの具体作品が売買されるのを見て、嬉しく思ってい 
ます。展覧会の開催や香港のより広いアートコミュニティと
の連携を通して、香港に確固とした基盤の確立を目指してい
ます。

未来を描く
株式会社ホワイトストーン（ホワイトストーンギャラリー）は、香港における人材の活用と国際市場への参入を目
指し、東京から香港へ本社を移転しました

「この場を借りまして、インベスト香港に感謝の意を表したい
と思います。インベスト香港の支援なしには、香港でのスム
ーズなギャラリー開設はありませんでした。当社は、日本以
外のアート市場にはさほど精通しておらず、インベスト香港
による詳細な情報の提供や細かな支援が大きな助けとなりま
した。」と白石氏は締めくくりました。

同社は事業の発展と拡大を図り、2018 年 3 月にはギャラリー
専用のビル、H Queen’s に入居しました。同社のギャラリーで
は２フロアを使用して日本及び国際的なアーティストの作品
を展示しています。

ホワイトストーンギャラリー
•	 1967年に東京に設立
•	具体美術を専門とする

www.whitestone-gallery.com

 香港市場は非常にオープンであり、
活気溢れる取引が繰り広げられて 
いるので、主要な美術館、学芸員、 
評論家、コレクターやオークション 
ハウスが香港に集まっています。
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インベスト香港　顧客プロフィール

1969 年に北海道旭川市でラーメン店として創
業して以来、梅光軒は 40 年間創業当時のレシ
ピを守り抜いてきました。「世界にラーメンを」
をモットーに、Ocean Food Service, Inc は 
梅光軒の伝統の味を世界に広めるべく香港での
成功を皮切りに積極的な海外展開を図ってい
ます。

梅光軒はハイサンプレイスにオープンした 
1号店に続き、2月には香港国際空港、7月には

イオンスタイル コーンヒル（康怡）にも出店し
ています。品質にこだわり、材料は日本から
輸入しています。Ocean Food Service, Inc は
近い将来、中国本土とマカオでの店舗展開を
目指しています。

www.Baikohken.com

Confectionery West Hong Kong Ltd（以下、 
「ウエスト」）は、株式会社洋菓子舗ウエスト 
（以下、「銀座ウエスト」）と Integral Consulting 

Asia Ltd（Hong Kong）との合弁会社です。人
気の高級菓子舗を運営する銀座ウエスト（本
社：銀座）は 1947 年に設立され、現在、東京
及び東京近郊で喫茶室 3 店舗、手作りクッキー
の販売店 19 店舗を運営しています。

日本での成功を受け、銀座ウエストは海外へ
の事業拡大を決定しました。同合弁会社の設
立は、そうした海外事業展開の一環です。 

銀座ウエストは、湾仔(Wanchai)の新しいショッ
ピングモール利東街（Lee Tung Avenue）内に
初の海外旗艦店をオープンしました。そして、
高品質のクッキーをお客様に提供すべく、 
香港で販売されるすべての手作りクッキーを、 
日本から直輸入しています。高級洋菓子舗と
しての知名度、高品質、一流のサービスにより、 
ウエストは香港でのブランド構築と、高級 
クッキー市場の獲得を目指しています。

www.ginza-west.co.jp

大京グループの子会社である、大京香港有限
公司 ( 大京香港株式会社 ) は、2014 年 9 月に
設立さ れ、Admiralty United Centre に事務
所を構えています。大京香港は、大京穴吹が
誇る日本の専門チ ームと密接な連携を図り、
香港でワンストップサービスを提供していま
す。同社事務所では、毎週、日本の物件を対
象とした不動産投資セミナーが開催され、無
料相談を提供しています。

株式会社大京は 1964 年に設立され、1984 年
に東証一部上場を果たしました。1968 年に 

ライオンズ マンションのブランドで販売を開
始し、その供給戸数は日本全国で約 340,000
戸に上ります。また、 同グループが管理する
不動産物件は、52 万件を超えました。こうし
た実績は、日本の不動産業界において全て 
トップを記録しています。同グループの業務
内容には、日本国内の不動産仲介業務、不動
産開発、建築、設計、不動産管理などが含ま
れます。

www.daikyo.com.hk

C& Higo Dining Co. Ltd は、香港で高級日本
料理店「割烹櫓杏」を経営しています。熊本地
場の肥後銀行から主に出資を受け、熊本県と
緊密に協力しながら地元の食や文化を香港に
紹介しています。

尖沙咀（Tsim Sha Tsui）にある iSQUARE の 28
階にオープンした店舗では、眼下に広がるハ
ーバービューを眺めながら熊本直送の新鮮な
食材を使った鍋料理や寿司、刺身などを楽し

むことができます。内装は熊本城をイメージ
したデザインで、店内の一角には熊本県の名
産品や情報を紹介するコーナーも設けていま
す。

discoverjp.info/roann.

http://www.Baikohken.com
http://www.ginza-west.co.jp
http://www.daikyo.com.hk
http://www.discoverjp.info/roann.
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DFL-Shutoken Leasing (Hong Kong) 
Company Ltd は、高品質の金融サービスを 
提供することを目的として、2014 年 12 月に
香港で設立されました。同社は、ローン、 
ファイナンス・リース、割賦販売、その他の
金融サービスを提供しています。海外に進出し
た日系企業のファイナンス需要増加に応え、
更に香港を中心にアジアへビジネスを拡大す
る際の一助となるべく、首都圏リース株式会
社、ディー ･ エフ ･ エル ･ リース株式会社、
三菱 UFJ リース株式会社の 3 社の共同出資で
設立されました。

同社はマルチカレンシーでサービスを提供す
ることで、為替変動リスクの軽減、海外子会

社の独立経営、調達窓口の多様化、移転価格
税制対策といった諸々の問題に適切に対処
し、中国本土並びに香港における日系企業の
ビジネスパートナーとなることを目指してい
ます。また、海外投資の相談から、設備投資
のサポートに至るまで、「ワンストップ・サー
ビス」を提供します。

f-code (Hong Kong) Inc は、マーケティング
テクノロジーを専門とするデジタルマーケ 
ティングコンサルティング企業です。本社を
東京に置き、顧客層は日本、香港、中国本土、
インドネシア、タイへと広がっています。

同社は顧客企業と連携しながらニーズを把握
し、ウェブサイト機能を強化します。日本で
の 10 年を超えるデジタルマーケティングの実
績を基にコンサルティングを行います。特に
自社開発のマーケティングテクノロジーであ
る「f-tra  CTA」「f-tra  Push」「f-tra  EFO」を活用
したソリューションを得意としています。こ
れらのツールはすでに 2,000 以上のウェブサ

イトに導入され、ユーザーエンゲージメント
を高めるとともに、コンバージョン率の大幅
な改善に役立っています。初期分析から総合
コンサルティングまで、ウェブサイトのパ 
フォーマンスを向上させる一連のサービスを
ワンストップで提供しています。

f-code.com.hk

Fukuya Seafood Co Ltd は、2013 年 12 月に 
設立されました。同社は、明太子を海外でも 
楽しんで頂きたいという思いから、豊富な 
メニューを揃えた明太子料理を提供するレス
トラン「鱈卵屋」を運営しています。店舗は、
商業地域として一等地の銅鑼湾に位置し、 
ご飯、寿司、ポテトサラダ、フランスパンに
明太子をあしらった厳選された料理を提供し
ています。店内での食事の他に、「鱈卵屋」では、 
明太子や和え物など幅広いお持ち帰り惣菜を
提供しています。

香港の人々は外食が大好きで、日本食も人気
があります。しかし、香港では明太子専門料
理を提供する日本食レストランは、決して多
くありません。Fukuya Seafood Co Ltd は、 
その点に香港市場でのビジネス・チャンスを
見出しました。

www.facebook.com/tararan

http://www.f-code.com.hk
http://www.facebook.com/tararan
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銀座カラーは、21 年の実績を誇る日本の脱毛
専門サロンです。日本国内に 30 店舗以上、 
上海に 3 店舗、香港に 3 店舗、シンガポール
に 1 店舗を運営する同社は、これらの地域で、
30 万人以上の女 性にサービスを提供してきま
した。同社の脱毛技術と経験は顧客の信頼を
得ています。

銀座カラーは、施術中も肌をいたわり、充分
なケアを行います。理想的な肌を実現するた
めに、脱毛 処理中も肌にとって重要な「保湿」
ケアにこだわっています。また、銀座カラー

グランドデザイン株式会社は戦略・制作・SP
・PR・WEB を分業せずにワンテーブルで企画
をたて、CM などのトラディショナルなメディ 
アに依存しない、ゼロから考えるコミュニ 
ケーション戦略と、高い表現力で評価を得て
います。ニューヨーク ADC・金賞、銅賞 (2回 )、
東京 ADC、東京 TDC・ノミネート、日経広告
賞・銀賞、読売出版広告賞・銅賞、日本 パッ
ケージデザイン賞・経済産業省局長賞など国

では、独自に研究・開 発したモイスチャライ
ジング・ローション「美肌潤美」を使用してい
ます。このローションを使うと、脱毛 完了後、
ただ単に毛がなくなるだけではなく、肌が潤
います。

www.ginza-calla.com.hk

内外での受賞多数。得意先の課題解決の為な
ら、あらゆるコミュニケーションの手口をゼ
ロから考えます。東京・上海・香港に拠点を
置き、グループでアジアで戦う企業を応援し
ています。

grand-design.hk

大阪および東京で 12 店舗を展開する、大阪
の有名串かつレストラン 串かつじゃんじゃん
は、2 月中旬、湾仔 (Wan Chai) 中心部に香港
初の店舗を出店します。串かつは、100 年以
上にわたって大阪市民の間で親しまれてきま
した。一方で、そのレシピは地元にしっかり
と根付き過ぎたためか、めったに海外に紹介
されることはありませんでした。串かつ発祥
の地、新世界で最も活気ある通りの名にちな
んで名付けられた、じゃんじゃんは、大阪の
串かつと食文化を初めて香港に紹介すること
になります。

香港の店舗は、じゃんじゃん大阪で 10 年以上
の修行を積んだ幹部シェフ猜山 英樹氏（大阪
出身）が率います。串かつじゃんじゃんでは、
肉、魚介類、野菜や日替りといった串カツメ
ニューに加え、多彩な串焼きも提供します。

kushikatu-janjan.com

Keiyo (HK) International Trade Corp Limited
は山梨に本社を置く有名な菓子製造・販売会
社であるシャトレーゼの香港第一号店を 2017
年 1 月にシティプラザにオープンしました。 

「高品質の日本製品は高い」という従来の概念
を打ち破り、より多くの香港の人々においし
いシャトレーゼの菓子を手頃な価格で味わっ
てもらおうと香港初出店に乗り出しました。
日本の菓子の本格的な味わいを消費者に届け
ることにこだわり、用いられる材料を厳選し、 

すべての商品を日本から直輸入しています。
今後も、香港においてシャトレーゼの出店を
拡大する一方、変化が激しく、要求の高い香
港市場にマッチするような、質が高く魅力的
な日本の菓子を紹介していきます。

chateraise.co.jp

http://www.ginza-calla.com.hk
http://www.grand-design.hk
http://www.kushikatu-janjan.com
http://www.chateraise.co.jp
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La-vie Photography JAPAN は、1995 年に 
株式会社レックの一事業部として神戸で立ち
上げられまし た。「幸せの瞬間を写真におさめ
る」というコンセプトで、La-vie Photography 
JAPAN は決まったポー ズで撮影される日本の
ウェディング写真に変革をもたらしました。
同事業のコンセプトは日本のブライ ダル業界
において大きな成功を収めたばかりでなく、

「ラヴィデザインアルバム」とともに、ブライ
ダル 業界における新たなステージへと発展
し、業界のパイオニアとしての地位を確立 
しました。

La-vie Photography JAPAN は日本で 16 店舗
を運営しており、年間 3 万組のお客さまに 
ウェディング 関連サービスを提供しています。 
結婚する香港のカップルに対し、豪華で上質な 
日本式の「前撮り写 真」とウェディングサービ
スを提供することを目的に、2014 年に香港に
支店を開設しました。

www.la-viephotography.com

マルモ森商店は明治 10 年（1877 年）の創業以
来、1 世紀以上にわたり世界に誇る品質の 
日本茶を作り続けています。日本全国から最高
品質の茶葉を選び抜き、伝統の技と最新の技
術の双方を駆使して緑茶の製造を行っていま
す。おいしい緑茶を求める顧客の要望に応え
ることを目指す、新しいお茶の形を創造する
企業です。

静岡に本店を構え、2017 年 4 月 22 日には第 2
号店として chagama Hong Kong をオープン

しました。農林水産大臣賞を受賞したお茶な
ど、貴重な茶葉をそろえた香港初の本格的な
日本茶専門店です。抹茶をはじめとする日本
茶をより楽しむための各種茶器も取り揃えて
います。

ochanet.com

株式会社ミダスは、「360°Workplace 
Environment」と呼ばれるインテリアアーキ 
テクチャへの柔軟かつ総合的なアプローチで、 
日本国内の国際的な企業を 37 年以上にわたり
支援して来ました。その経験を通じて革新的
な最先端のオフィスコンセプトを提供し、新
たな環境、変化し続ける環境での顧客企業の
成長をサポートしてきました。ミダスの分析、
計画、設計およびエンジニアリングサービス
は、クライアントの幅広いニーズを満たすべく 
カスタマイズされます。そして、2012 年、 

同社最初の海外支店、Midas Office Design 
(HK) Ltd を香港に設立しました。香港を拠点
に活動するディレクター 林弘毅氏は、効率的
でスタッフのモチベーションを高めるような
オフィスデザインを、香港の国際企業に提供
すべく、邁進しています。

www.midasjapan.com

Morgan  Search  Consulting  Ltd の本社は 20
年前、さまざまな業種のエグゼクティブ専門
人材紹介会社として、東京に設立されまし
た。2015 年に香港オフィスが開設され、主に
中級、上級職から管理職、あるいは高度な専
門職の有能な人材を対象にしたアジア内での
人材紹介サービスを手掛けています。綿密な
リサーチを活かした手法を通じ、同業他社、
特定の専門職・業界に所属する、最適な人材
を選出しています。モバイルテクノロジーを

用いる金融サービス会社であれ、ソーシャル
メディアを用いる消費財メーカーであれ、ク
リーンエネルギーを用いる自動車メーカーで
あれ、業種を問わず、社員の専門知識を結集
させた総合的な業界理解に基づき、すべての
お客様ニーズに合った結果をもたらしていま
す。

morgansearch.co

http://www.la-viephotography.com
http://www.ochanet.com
http://www.midasjapan.com
http://www.morgansearch.co
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Restricted Licence Bank の免許を取得した 
Nippon Wealth Limited (NWB) は、香港に新
しく設立された金融機関です。NWB は香港 
金融管理局から、リストリクティド・バンク・
ライセンスを 2015 年 4 月に取得し、2015 年 
9月に香港証券先物委員会から SFC タイプ 1 と
SFC タイプ 4 の業務に関して認可をうけまし
た。NWB は世界的に競争力のある金融商品と
ソリューションの提供に努め、日本の基準を
も満たす一流のサービスとおもてなしを心が
けています。

NWB は、トップレベルのグローバル投資商
品、日本のサービス品質及び信頼性を投資家
の皆様に提供し、資産管理のサポートをしま
す。同社は日本の投資家と日本に関心を持つ
世界の投資家を対象に、日本の複数の金融機
関や企業によって設立されました。

産業部門：銀行サービスと資産管理サービス

www.nipponwealth.com

HORIZONTAL LOCK-UP - CMYK

食品卸の株式会社西原商会は、2012 年の西原
商会シンガポールの設立に続き、2014 年 1 月
2 日、香港に 2 番目の海外拠点である西原商会
香港（合弁企業）を設立しました。

現在、香港市場における日本食関連ビジネス
の設立及び需要が増え続けており、同社では、
日本市場で流通する食品と同等の品質で、 

香港の顧客に、日本食を提供することを目指
しています。同社は、日本人スタッフ 2 名、
現地人スタッフ 2 名で運営を始めました。

www.nishihara-shokai.co.jp

2003年に大阪で設立された黒船は、創業1919
年の長崎堂グループが運営しています。黒船
の主力製品であるカステラは、16 世紀に 
ポルトガルから日本に伝えられた後、日本人
の好みに合うよう工夫され、今では日本の伝
統菓子の一つになりました。長崎堂グループ
は現在、上海に 3 店舗、台湾と韓国に各 1 店

舗を黒船ブランドとして展開しています。香
港には 2017 年 4 月に初進出し、そごう銅鑼湾
店に香港 1 号店をオープンしました。

quolofune.com 

NTT DATA Hong Kong Ltd は、加盟店が地
域内及び国際取引の決済や管理を複数の通貨
で、1 つのプラットフォームで行うことを可
能にした、国際決済サービスプロバイダーで
す。同社は、世界中に張り巡らされたネット
ワークと深い専門知識に裏打ちされたアジア
地域での高い処理能力を強みとしています。

NTT データでは、幅広い決済方法に加え、新
たなビジネスチャンスを獲得するための革新
的なソリューションを加盟店に提案していま
す。NTT DATA Hong Kong Ltd は、30 年以上

にわたって大規模な決済システムを管理して
きた NTT データの子会社であり、新たにその
グローバル決済ハブとして設立されました。
NTT データは、NTT グループ傘下の企業で、
年商 1,000 億米ドル、フォーチュン・グロー
バル 100 企業の 80 パーセントをパートナーに
持つ、世界最大の技術サービス企業の一つで
す。

hk.nttdata.com

http://www.nipponwealth.com
http://www.nishihara-shokai.co.jp
http://www.quolofune.com
http://hk.nttdata.com/
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日本に本社を置く人材紹介会社の支社
(Reeracoen Hong Kong Co., Limited) として、
あらゆる業種・企業向けに人材紹介サービス
を提供する一方、香港人や日本人求職者の香
港でのキャリアアップ支援も行っています。
母体であるネオキャリアグループは、アジア
太平洋地域10 カ国に 19 を超える支社を置き、

2,000 名を超えるスタッフがネットワークと人
事に関する知識を活かして、クライアントの
ビジネスの成功を支えています。

reeracoen.com.hk

株式会社リンガーハットは、「長崎ちゃんぽん」
の専門店チェーンを運営する日本を代表する
企業です。1962 年に設立された同社は、 
現在、国内市場並びに海外（アメリカ、タイ、 
台湾、香港）で事業を展開しています。同社 
のこだわりは、厳選された高品質の食材 

（野菜、小麦など）のみを使用し、安心・安全
な食品を顧客に提供することです。

株式会社リンガーハットは、2013 年に香港地
元企業との合弁会社である Ringer Hut Hong 

Kong Co Ltd を設立し、同 2013 年 10 月 7 日、
九龍湾エリアに香港 1 号店をオープンしまし
た。Ringer Hut Hong Kong Co Ltd は、香港
の人々に健康的でおいしい長崎ちゃんぽんを
提供することを目指しています。

www.ringerhut.jp/hk

Sightron Hong Kong Ltd は株式会社サイトロン 
ジャパンの子会社として 2015 年 3 月にオー 
プンしました。サイトロンジャパンは東京に
拠点を置き 1961 年から双眼鏡や天体望遠鏡な
どの光学製品の製造・販売を行って参りまし
た。日本、中国、フィリピンにグループ工場
を持ち、用途に合わせた幅広い商品を展開し
ています。また、各国の官公庁で同社商品が
採用されるなど、確かな品質とブランドを確
立しています。

Sightron Hong Kong Ltd はサイトロンブラン
ドの双眼鏡、カメラアクセサリー、フラッシュ
ライトなどに加えて、世界最大の天体望遠鏡

メーカーである米国 CELESTRON ブランドの
商品やドイツの Walther ブランドの商品の 
販売も行っております。天体観測や撮影、バー
ドウォッチングなどのアウトドア活動にマッ 
チした商品を展開しております。また、旺角 
のオフィスでは商品の展示販売も行ってい 
ます。

sightron.com.hk

Sansiao Gallery は 1984 年の創業以来、ポッ
プアートを主に扱うアートギャラリーとして
東京を拠点に展開しています。展示実績は 33
年にのぼり、国際的に有名なアーティスト及
び新進気鋭の芸術家が手がけた現代アート作
品を紹介し続けています。クリエイターの知
名度を問わず、ユニークで希少な、独特のク
オリティを持つ多彩なアート作品を揃えたギ
ャラリーです。

同社は 2017年夏、Sansiao  Gallery  HK として
新たな船出をしました。国際的な展示会や 
世界のアート市場に参入し、Sansiao Gallery
東京のテーマ性あふれる展示を受け継ぎなが
ら、さらなる展開を目指します。

sansiao-gallery.com/en

http://www.reeracoen.com.hk
http://www.ringerhut.jp/hk
http://www.sightron.com.hk
http://www.sansiao-gallery.com/en
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1907 年に設立された住友大阪セメント株式 
会社はセメント部門、鉱物資源・製品部門、
セメント関連 製品部門、オプトエレクトロニ
クス事業、先端材料・電池材料事業および技
術レポートなど、7 つの事 業部門からなる企
業です。香港の企業との合弁で中国本土に  
4 つの工場を有し、同ビジネスパート ナーと
の共同プロジェクトに関する情報収集及び連
絡窓口として、2015 年 4 月、香港に駐在員事
務 所を開設しました。

同駐在員事務所はその他にも、セメント関連
の有益な情報のリサーチおよびこれら情報の
本社への 報告を担っています。また、ビジネス
パートナーとの良好な関係を通して、本社に
とって潜在力のあ るプロジェクトをサポート
します。

www.soc.co.jp

2015 年 4 月に設立された Takara International 
(Hong Kong) Ltd は、東京証券取引所に上場 
し、日 本に拠点を置く宝印刷株式会社の 
100% 子会社です。日本最大の証券印刷会社
の 1 つとして、IPO 準備、上場申請、IR など、
金融取引やコンプライアンスに関する情報開
示サービスを広範囲にわた って提供していま
す。この度、香港法人を新しく開設し、アジア、
アメリカにおける主要な株式市場で の上場を
検討している法人のサポートサービスを展開
していきます。

また、翻訳、同時 / 逐次通訳、商業印刷、証
券印刷など、高品質の言語・印刷サービスを
国際的な 顧客に向けて提供しています。中国
本土やその他のアジア市場におけるサービス
の拡大、ならびに それらのサービスを多様化
する新たな機会を模索しております。

www.takara-print.co.jp

匠本舖有限公司は、スカイネット株式会社 
（本社 : 大阪）の香港現地法人として 2014 年7月 

に設立されました。 同社はカニやおせちの
通信販売事業を行う、日本有数の企業であり
E ストアーが運営して いる「ショップサーブ」

（ネットショップの支援サービス）の利用店舗
約 26,000 店舗の中からネットショップ大賞 
2013 金賞に選ばれました。

「新鮮」、「安心・安全」、「納得価格」をモット
ーに、同社は毎年 500 トン以上の、高品質か

つ低価格のカニを販売しています。こうした
商品を提供できるのは、カニのシーズンに同
社役員自らが直接産地に赴き、現地価格で大
量に一括購入しているからです。今後、ズワ
イガニ、海産物、おせち料理といった厳選さ
れた食品・料理を香港市場で販売します。

takumihonpo.hk

香港大正製藥（力保健）有限公司は、2017 年
10 月に Hoe Pharmaceutical(H.K.) Ltd. と合併
しました。両社ともに日本で 100 年以上の歴
史を誇る大正製薬の海外 100% 子会社です。

大正製薬グループは優れた医薬品・健康関連
商品を製造しお客様に提供することにより、
社会へ貢献することを目指しています。市場
における競争力を保ち、事業をさらに拡大す

るため、大正製薬グループは、事業の再構築
を行いました。それにより、お客様により良
いサービスを提供し、引き続き香港社会へ貢
献することを目指しています。

www.taisho-holdings.co.jp

http://www.soc.co.jp
http://www.takara-print.co.jp
http://www.takumihonpo.hk
http://www.taisho-holdings.co.jp
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東急不動産ホールディングスグループの一員
である東急リバブルは、1972 年に誕生して以
来、40 年 以上にわたり、日本国内で多様な不
動産事業に携わってきました。アジアの投資
家の需要は年々高 まっており、それに応える
ため、東急リバブルは 2011 年にソリュー 
ション事業本部内に海外営業部を 設置し、その
後、上海と台湾に子会社を設立しています。
また、シンガポールの大手不動産会社オレンジ 
ティー・ホールディングス社には資本を出資
しています。さらに、2014 年 10 月に香港 
に駐在員事務所を設立しており、2015 年  

5 月には支店化し、日本の不動産に投資する
香港の投資家を支援 していきます。

東急リバブルは、主業である不動産仲介 
サービスに加えて、デューデリジェンス、不
動産査定、賃貸 仲介、不動産管理、および資
産活用の提案といった、多様なサービスの提
供を行います。

www.livable-sol.biz

東京製綱（香港）有限公司は、東京製綱株式 
会社の 100% 子会社で、ワイヤロープ、エレ
ベーターロープ及びその関連商品の海外におけ
る販売拠点として設立しました。東京製綱株
式会社は東洋に最初のワイヤーロープとして
1887 年に創立以来、ワイヤロープ、スチール
コード、長大橋（香港ストーンカッター 
ブリッジ）等多くの分野で活躍されています。

ワイヤーロープ分野では、特に人命を預かる
エレベーターロープにおいて、アジア各国 
の代表的な超高層ビル、東京スカイツリー・
横浜ランドマーク・台北１０１・上海世界環
球中心等の超高速エレベータを始め、公共施

設・商業ビル・住宅用マンション等日本国内
に関わらず、中国・アセアン・インド・中東

・欧米に至るまでで、同社の高品質エレベー
ターロープが使用されています。

又、同社のエレベーターロープは、マザー 
工場である土浦工場（日本）と海外生産拠点で
あるベトナム工場（ホーチミン市）で生産され、
香港をプラットホームとして、香港の利点を
生かし、世界各国へ供給されています。

www.tokyorope.co.jp

株式会社ティーケーピーは、2005 年に東京で
設立され、現在、香港、シンガポール、ニュー
ヨーク、上海などの金融センターに事務所 
を有します。同社は、企業の打ち合わせ、セ
ミナー、会議、研修などのために会議室のレ
ンタルサービスを提供しています。また、同
社は、日本国内で、ホテル業界に事業領域を

拡大してきました。そして現在、ホテル事業
を国際的に展開することを計画しています。

tkp.hk

http://www.livable-sol.biz
http://www.tokyorope.co.jp
http://tkp.hk
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ユーザベース香港は、株式会社ユーザベース
の香港現地法人として 2013 年 11 月に設立さ
れました。ユーザベースは、投資銀行、戦略 
系コンサルティングファーム出身者によって、
2008 年、東京で設立されたビジネス情報 
プラットフォーム企業です。調査・分析業務
に携わる顧客向けに、世界 180 ヵ国の市場 
情報、業界動向、企業情報をワンストップで
提供するウェブサービス「SPEEDA」を提供して
います。業界最大級のデータカバレッジと 
圧倒的なユーザビリティ・スピードで、顧客
の情報収集・分析業務を効率化。現在では、

日本のみならず香港、シンガポールはじめ 
多くのグローバル企業を支援しています。

同社は、ユーザベースグループの東アジアの
地域統括本部として、香港から香港・中国・
台湾・韓国の事業会社・金融機関に、SPEEDA
を提案していきます。日々の調査・分析業務
の高付加価値化を実現します。

www.uzabase.com

YCP Dining Hong Kong Limited (YCP) は
2016 年 2 月に香港で設立され、2016 年 6 月に
湾仔（ワンチャイ）で最初のレストランチェー
ンとなる「哲平食堂」を立ち上げました。 
山下哲平氏は九州で 10 年間日本食の修業を積 
んだ後、シンガポールで哲平レストランを出店 
し、本格的な日本食を海外に発信しています。 
哲平レストランは 2010 年にリニューアルし、 
より手頃な価格で日本食を楽しめる哲平食堂
に生まれ変わりました。YCP は、本格的な日
本食を手頃な価格で提供するという新しいコ
ンセプトを携え、香港での事業展開に乗り出
しています。

湾仔にオープンした哲平食堂 1 号店の成功を
受け、同社は 2 店舗目の出展計画を進めると
ともに、近い将来また新たな日本食のコンセ
プトを香港に紹介することも視野に入れてい
ます。

facebook.com/teppeihk/

140824  TEPPEI SHOKUDO LOGO DESIGN (WHITE)
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ブルー（Blue) :  39
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イエロー（Yellow） :  100%

キー・プレート（Key Plate） :  3.92%
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ーーーーーーーーーーーーーーー

1967 年に東京都心で設立された Whitestone 
Gallery は、日本に於ける先駆的なギャラリー
の一つとしてその地位を築いて参りました。
同ギャラリー初の海外進出となる Whitestone  
Gallery Hong Kong は、東アジアのアーティ
ストを国際市場へと発信していく新たな拠点
としての機能を持つだけでなく、国際的なア
ートシーンを日本に伝える架け橋としての役
割を担っています。また、今後この拠点を中
心に、東アジアのアーティスト・芸術運動に
関して更なる研究を重ねることで、香港の多
文化なアートシーンに新たな一面を創り出す
ことも目指しています。

サウスアイランド文化地区に設立される
Whitestone Gallery Hong Kong の広々とした
展示スペースでは、香港の芸術関連機関や企
業と連携をとり、アジアの近現代美術を掘り
下げ、探求する事を目的とした展覧会を開催
いたします。

www.whitestone-gallery.com

http://www.uzabase.com
https://www.facebook.com/teppeihk/
http://www.whitestone-gallery.com
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インベスト香港　 
東日本・西日本事務所

東京（東日本）
担当地域： 北海道、東北、北陸、関東、東海、中部地方

連絡先： 香港経済貿易代表部　投資推進室　室長  
 佐々木由紀雄

電話： 03-3556-8961

Email： y_sasaki@hketotyo.gov.hk

HP： http://www.investhk.gov.hk/ja/index.html

住所：  〒 102-0075　東京都千代田区三番町 30-1 
 香港経済貿易代表部ビル 5F

大阪（西日本）
担当地域： 近畿、中国、四国、九州・沖縄地方

連絡先： 西日本担当コンサルタント　中田武正

電話： 06-4705-7019

Email： tnakata@investhk.com.hk

住所： 〒 541-0052　大阪市中央区安土町 2-3-13　 
 大阪国際ビル 10F 
  （香港貿易発展局・大阪事務所内）

インベスト香港の東日本、西日本事務所は中小企業から巨大な多国籍企業まで組織
の大きさに関わらず、香港における事業立上げ及び会社設立を支援致します。

mailto:y_sasaki@hketotyo.gov.hk
http://www.investhk.gov.hk/ja/index.html
mailto:tnakata@investhk.com.hk
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25/F, Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, 
Central, Hong Kong
Tel: (852) 3107 1000
Email: enq@investhk.gov.hk

www.investhk.gov.hk
© Copyright 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

JP-Booklet-Apr18_Cover.ai   1   13/4/2018   下午5:19

http://www.linkedin.com/company/invest-hong-kong
http://twitter.com/investhk

