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Hong Kong Fintech Week 2021年11月1日～5日
フィンテックの未来をともに拓く
似通った目的や志を持った人々が集まるフィンテック・コミュニティに参加し、中国本土や
東南アジア、国際的なフィンテック市場で成長する機会を手に入れ、活用しませんか。
今回で6回目となるHong Kong Fintech Week 2021は、金融財務省とインベスト香港主催、香
港金融管理局、保険業監管局、証券先物委員会共催で、香港コンベンション・アンド・エキ
シビション・センターにて、対面会議と世界中どこからでもアクセス可能なオンライン・イ
ベントを結合したハイブリッド形式で開催されます。
出席者は、1万7,000人を超えるフィンテック・エキスパート、投資家、企業家に加え、ブラ
ックロック(BlackRock) 会長兼CEO ラリー・フィンク氏(Larry Fink)、セコイアキャピタル
(Sequoia Capital) スチュワード兼セコイアキャピタル中国(Sequoia China) 共同創業者兼
マネージングパートナー ニール・シェン氏(Neil Shen)、トランスユニオン(TransUnion) 香
港CEO マリー・クレア・リム・ムーア氏(Marie Claire Lim Moore) など250名以上のトップ
クラスの講演者と出会い、ビジネス会議に無制限で参加することができます。これにより、
自己の事業の迅速な発展やフィンテック・エコシステムの持つ豊富な機会についてより多く
を知ることが出来ます。

主要テーマ：
>フィンテックの未来
急速に進化する最先端テクノロジーやデジタル化について学び、人工知能（AI）・機械
学習（ML）、ブロックチェーン、プラットフォーム化といった新しいテクノロジーや、
資本提携の成功事例を探ります。
>消費者パワーを共同で高める
フィンテック・ソリューションのパーソナル化や創造、金融の民主化および金融包摂の
向上等により戦略の中心に顧客を据える方法を探ります。
>グレーターベイエリアでの事業拡大
フィンテックの発展に関して香港、広東・香港・マカオ大湾区（GBA）、さらにその先の
地域の重要性とそれぞれの役割を理解し、中国のフィンテック企業から、越境フィン
テックの事業機会をつかむ秘訣を学びます。
investhk.gov.hk

2

>地球規模のエコシステムの創出
テクノロジーはどのように地球規模で金融に革命を起こしているのでしょうか。
話題を集める中央銀行デジタル通貨（CBDC）やデジタル資産の登場から、この成長を支
援するために必要な規制と RegTech(レグテック)まで、ベンチャーキャピタルの世界規模
の投資から学べる事例を含め、様々な角度から学びます。

香港で勢いを増すフィンテック・エコシステム
フィンテック香港2021の調査によると、香港にはフィンテック関連のユニコーン企業が5社あ
り、またフィンテック企業は600社を超えそのうち設立3年以上の企業が46%を占めています。
また、従来型の銀行の86%はフィンテックを導入しており、香港は消費者向けフィンテックの
導入に関して世界の先進国市場で上位5位に入っています。また、香港証券取引所（HKEX）に
よると、フィンテック企業は、2021年の1月～7月に688億米ドルの資金を調達し、2020年には
2億4,300万米ドルのプライベート・キャピタルを調達しています。
さらに、香港金融管理局（HKMA）は6月に「FinTech 2025」を発表し、香港でのフィンテック
の発展を推進する新たな戦略を策定しました。この戦略では以下の5つの重点分野を定めてい
ます。（１）全銀行のフィンテック化、（２）香港の将来を見据えた中央銀行デジタル通貨
（CBDC）、（３）次世代データ・インフラの構築、（４）フィンテックに精通する労働力の
拡充、（５）資金助成と政策によるエコシステムの醸成。
香港フィンテック・ウィーク2021の最新情報と詳細については、www.fintechweek.hkをご覧
いただくか、以下のソーシャルメディアでインベストHKをフォローしてください。
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国際イベント・スケジュール
10 月 20 日 香港
ウェビナー「企業・信託の上場に向けたプラニング」
企業・信託プラニングに関するオンライン・パネル・ディスカッションを行います。法的問題、
従業員インセンティブ・プラン、ファミリートラスト、税務分析、および香港の優位性等につ
いて議論します。インベスト香港は、香港のファミリーオフィス・ビジネスの最新動向につい
て情報提供します。

開催場所：富途信託有限公司（Futu Trustee Limited）、香港
主催：インベスト香港、富途信託有限公司、Sidley Austin、PwC
 investhk.gov.hk/en/events.html
10 月 27 日～28 日 香港
Hong Kong ESG Reporting Awards（HERA）
同アワードは傑出した ESG レポート活動を表彰し、コーポレート・サステナビリティの発展を
加速させるためビジネスリーダーのコミュニティを構築しようとするものです。

開催場所：Regency Ballroom, Hyatt Regency Hong Kong
主催：Hong Kong ESG Reporting Awards
 hkesgawards.com
10 月 31 日～11 月 6 日 香港
Hong Kong Maritime Week 2021
海運、船舶ファイナンス、海事法や仲裁、海上保険、船舶管理、海運テクノロジーやデジタ
ル化、グリーン海運や脱炭素、港湾や物流、海事教育やキャリアといった多岐にわたる海運
活動に関する一週間です。

開催場所：香港
主催：香港海事港湾局、香港船主協会、香港海事博物館
 hkmw.hk
11 月 1 日～5 日 香港
Hong Kong FinTech Week 2021
今回が 6 回目となるマルチトラック構成の会議。著名な講演者を招いたイベント。FinTech HK
Global Final、Global fast track Programme、展示会、商取引会場、交流会、実演ショーな
どを中心に、一週間にわたりハイブリッド・イベントを展開します。

主催：インベスト香港
 fintechweek.hk
11 月 2 日～3 日 香港
Cyberport Venture Capital Forum 2021
このハイブリッド・フォーラムは更新され発展していくテクノロジーとベンチャーエコシス
テムを読み解こうとするものです。世界のベンチャー・エキスパートや企業家が最新の資金
調達戦略、市場動向、価値創造について役立つ情報を提供します。

開催場所：香港
主催：Cyberport
 cvcf.cyberport.hk/en/index
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11 月 24 日 香港
Asia Summit on Global Health (ASGH)
同ハイブリッド・サミットは、政府高官、議員、投資家、有力なビジネスリーダー、金融・
プロフェッショナルサービス会社、学者らが国際健康動向に関する意見を交換する場です。

開催場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
主催：香港特別行政区政府、香港貿易発展局
 asiasummitglobalhealth.com
11 月 29 日～12 月 4 日 香港
Business of Design Week （BODW）2021
今回の BODW は、様々な分野から有力な企業家、クリエーター、デザイナーを集め、いかにし
て危機の中で成功するか、持続可能な未来を共同で創造できるか、デザインを通して意味の
あるインパクトを残せるかに光を当てます。

開催場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
主催：Hong Kong Design Centre
 bodw.com
12 月 2 日 香港
FSDC、香港・イスラエル共同ワークショップ
同イベントは、香港のファミリーオフィス投資家が、イスラエルの主要なセクターやテクノロ
ジーに関するプライベート・マーケット投資の機会にアクセスするためのプラットフォームを
提供するものです。

開催場所：インベスト香港本局、香港
主催：インベスト香港、イスラエル領事館、FSDC（香港金融発展局）
 investhk.gov.hk/en/events.html

インベスト香港主催行事
最新イベント情報は、investhk.gov.hk をご覧ください。
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特集：

香港のビジネス環境は国家の不断の支援を得てかつてなく明るい
9月27日、陳茂波（ポール・チャン）財政長官は「香港のビジネス環境に関する報告書：独自
の利点と無限の機会を提供する場所」（以下、「本報告書」）を発表しました。
新型コロナのパンデミックによる惨状の後、世界中の企業が成長機会の確保に動いており、
本報告書は絶好のタイミングで出されました。 本報告書は国際企業や中国本土の企業に対
し、香港にある有望な機会を明確に示しています。 同時に、本報告書は一部地域で偏った報
告がなされたために生じた香港に関する様々な誤解についても正しています。 本報告書は企
業にとっての「必読書」です。

中華人民共和国香港特別行政区の設立以来、「一国二制度」は香港の経済発展の礎であり、
事業を行う上で非常に有利な体制的な強みを支えてきました。これらの強みは、他の多くの
優位性と結合して、香港の競争力の基礎となっています。 これらがあることによって香港は
金融、商業、貿易の国際的センターとして、企業の統括本部の所在地として、投資、運輸、
物流の主要なハブとして繁栄してきました。
しかし、香港経済が2019年の社会混乱、新型コロナのパンデミックの発生、一部の国の行動
によって影響を被ったという現実を無視することはできません。大規模な暴力、国家の安全
に対する脅威、法の支配への挑戦、そして香港が一部の国の不当な措置によりどのような影
響を受けてきたかについて、本報告書を通じてビジネスリーダーの皆様に事実を見ていただ
ければと思います。最終的には、本報告書で述べる事実が健全な投資や事業判断の基礎を形
成します。
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香港や世界中の企業にとって良いニュースは、香港国家安全維持法と「愛国者による香港統
治」の原則の施行が、香港で効果的に社会的な安定をもたらしビジネス環境を保護したこと
です。 実際、さまざまな国際組織がこの点を認識し、当地の外国商工会議所は香港の将来に
対し確信を持っています。
これは私が伝えたい重要なメッセージにつながります。未来にはまさに無限の機会があると
いうことです。
もちろん、すべての企業は強固な基盤を必要とします。 香港は堅固で固有の強さを持つ基盤
を提供します。この強さには、法の支配と司法の独立、モノ、資本、才能、情報の自由な流
れ、低率でシンプルな税制、強固な金融システム、堅固な規制の枠組み、世界水準のインフ
ラとデジタル設備、自由港としての地位、世界的に名高い紛争回避・解決サービス、豊富な
人材、国際的でコスモポリタンなアジアの都市としての地位、仕事だけでなくレジャーや遊
びにも適した安全で質の高い環境が含まれ、これだけにとどまりません。それらすべては一
国二制度に基づく独自の優位性によって支えられています。
しかし、無限の機会についてはどうでしょうか。まず、二つの主要な国家政策から検討しま
しょう。
第一に、第14次5か年計画は香港の発展について明確に位置付けています。同計画は、香港
が、国際的な金融、運輸、貿易のセンターとしての、またアジア太平洋地域における国際的
なリーガル・サービス、紛争解決サービスのセンターとしての地位を確立し、向上すること
を支持しています。同時に、同計画は、香港が国際航空ハブ、イノベーションやテクノロジ
ーの国際ハブ、地域の知的財産権取引センター、中国とそれ以外の地域との芸術文化交流の
ハブとして発展することを支持しています。
第二は、広東・香港・マカオ大湾区（GBA）計画綱要です。香港、マカオと広東省9都市で構
成されるGBA都市集合体は、人口8,600万人を擁する世界最大規模でかつ世界で最も競争力の
ある湾岸地域の一つです。2020年のGDPは1兆6,700億米ドルで、世界第9位の経済大国（カナ
ダ）とほぼ同じ規模であり、一人当たりGDPは2万米ドルに近い水準に達しています。さら
に、GBAは世界に名だたる生産や輸出の基地であり、またイノベーションやテクノロジー、ま
た高度サービス産業が急速に発展しており、中国で最も革新的な企業のいくつかの本社が置
かれています。 GBAは、実際に世界で最も躍動的な経済開発構想の一つであり、どの企業に
とっても無視するにはあまりに重要なものであると言えるでしょう。
さらに最近では、「前海深圳・香港現代サービス産業協力区の改革開放の全面的深化に関す
る計画」はさらに多くの新たな機会を提供するでしょう。
インベスト香港は、香港特別行政区政府の一部門として、世界中の企業や起業家がこういっ
た機会をとらえるべく香港で事業を立ち上げ、成長していく手助けをする役割を担っていま
す。 端的に言うと、機会を実現する手助けをすることを目指しています。 これは企業にと
っても、香港や香港人にとっても良いことです。
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香港をご紹介することは、インベスト香港の日常業務として欠かせないものです。私にとっ
て、それは決して飽きることのない楽しみです。 今後、香港の経済は、中央政府の継続的な
支援を得て素晴らしいものになるでしょう。 間違いなく香港と香港のビジネスには明るい未
来が待っている、と私は考えています。
私と世界31か所にいる同僚らは、GBA、中国、アジアとの関わりの中で、香港についてお話し
することに誇りを持っています。 私たちは、企業が香港で事業を設立・拡大するために必要
な支援を提供します。 最終的に、香港経済とその経済構成、香港人に創出される雇用に対し
好影響をもたらすことを目指しています。 本報告書のように、インべスト香港もまた「独自
の利点と無限の機会」を世界中の企業や起業家に提供します。
スティーヴン・フィリップス
香港投資推進局（インベスト香港）

局長

本報告書のダウンロードはこちら：www.hkeconomy.gov.hk/en/environment/index.htm

ビデオの視聴はこちら：youtu.be/zhSxxEo32l4

進出事例

企業空間でカルチャーを創造する

乃村工藝社は香港でのプレゼンスを活用し、付加価値とユニークな体験を提供する
ブランド空間の構築を通じて、顧客の広東・香港・マカオ大湾（GBA）市場への
進出を支援します。
様々な文化が交錯し新たな文化が生まれる
GBAが、世界中の関心を集めることは疑う
余地がありません。そのようなグローバル都市
の発展に関わることは、私にとって貴重な財産
です
株式会社乃村工藝社 香港支店長
杉村宣哉氏

株式会社乃村工藝社（以下、乃村
工藝社）は商業施設、美術館などの
文化施設、公共エリア、商業施設、
企業のショールーム、展示会・イベント
の空間を創造してきました。近年では、
パフォーマンス空間やデジタル・コンテン
ツ制作も手掛け、企画・設計から施工
にいたるまで全てのサービスをワンストッ
プで提供しています。
同社の香港支店は1985年に設立さ
れ、日本の本社が直轄で管理していま
す。また、同社は2004年に中国本土
に現地法人の乃村工藝建築装飾
（北京）有限公司を設立し、北京、
上海、成都、深圳にオフィスを展開し
ています。
香港に拠点を置くことで、同社は中国
本土でプロジェクトを進めている香港の
顧客とスムーズにコミュニケーションをと
り、香港をGBA市場へのゲートウェイと
して機能させています。また、優れた
インフラ環境により、日本と香港間で
コミュニケーションがとりやすいのも、
香港に拠点を置く魅力の一つです。
GBAでブランド認知度を向上
乃村工藝社の顧客の多くはGBAが
持つ可能性を認識しており、同市場に
参入または事業拡大する最中にありま
す。ワンストップ空間創造企業として、
同社の香港支店は日本本社のデザイ
ン・チームと連携して、企画・設計サー
ビスを同地域で提供します。続いて、

深圳オフィスが最初の設計に基づき、
現地の建築規制に準拠して施工しま
す。香港-中国本土間の移動が制限さ
れている現在でも、深圳の社員が現地で
のサポートや工場でのサンプル検査を行う
ことができ、乃村工藝社の事業運営上
の大きなメリットとなっています。
商業空間の創造は同社の得意分野で
あり、GBAでの事業展開の出発点として
います。香港では、日清食品からの委託
を受け、尖沙咀の「香港カップヌードル博
物館」プロジェクトのプランニング、インテリ
ア・デザイン、建築、デジタル・コンテンツ
制作を担いました。同社が創る商業空
間は、売り買いをする単なるマーケットプ
レイスではなく、顧客にブランドメッセージ
を伝え、コミュニケーションを図る企業の
PR施設のように機能しています。
コロナ禍において、同社はゼロから空間を
創造するだけでなく、空間を活性化し顧
客を惹きつけるため、物理的空間に何が
必要かという議論を活発に行い、その能
力を発揮してきました。日本のクリエイティ
ブ・チームとスペシャリストは、企画段階か
ら香港支店と協業し、様々な角度から
空間を作り上げ、その空間でしか味わえ
ない体験や価値を提供しています。
香港を通じて顧客と共に成長する
現在、乃村工藝社の香港支店には
7名、 乃村工藝建築装飾（北京）有
限公司には約100名のスタッフがいます。
顧客が香港から深圳や広州などGBA内

の地域に進出する場合、同様のチー
ム構成と人材で対応します。最終的
に、同社は日本で提供しているのと同
じ幅広いサービスをGBAの顧客にも提
供することを目指しています。
インベスト香港は、香港のインテリア・デ
ザイン分野に関する情報、中小企業
に対する支援対策および最新の開発
プロジェクトに関する情報を乃村工藝
社に定期的に提供しています。また、
同局主催の交流会やクリエイティブ産
業の意見交換会等に同社を招待し、
ご参加頂いています。乃村工藝社が
香港とGBAの全域で、企業ブランドや
文化的ブランドに新たな体験をさらにも
たらし、付加価値を顧客に提供できる
よう、同局は今後も支援サービスを提
供します。

乃村工藝社:
 乃村工藝社は商業施設、美術館
等の文化施設、公共エリア、企業
ショールームに対し、企画・設計から
施工までのサービスをワンストップで
提供する空間創造企業。
 香港支店は、日本の本社の直轄下
にあり、中国本土の子会社とジョイン
ト・プロジェクトの設計から施工まで
共同で取り組む。
www.nomurakougei.co.jp/english/
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