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中国本土

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、海外、
中国本土の企業が香港で事業を設立し、拡大す
る際の支援を行っています。

インベスト香港の使命は、香港のさらなる経済
発展に寄与して下さる海外直接投資を誘致し、
事業展開を支援することです。インベスト香港
は以下の基本理念の下、事業支援を実践してい
ます。情熱、誠実、プロ意識、丁寧な対応、
親しみやすいビジネスマナー、迅速な対応。

アジアの中心

4時間

5小時內

アジアの主要市場
まで4時間以内の
フライトで到達

世界の人口の半分を
5時間以内のフライトで網羅

香港

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。

ASICS China Trading Co., Ltd.
Managing Director
Hilda Chan氏

インベスト
香港に
ついて
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計画

拠点設立

始動

事業拡大

一つ一つ順を
追って行われる
きめ細かな支援

各企業毎に適した
サービスを無料で
ご提供。守秘義務
にも細心の注意

•  ビジネス上の意思決
定と評価 （商機の発
見を含む）に関する
アドバイス

•  専門知識を有する業
種別専門チームによ
る各種業界情報やア
ドバイス

•  香港での就労および
生活に関するアドバ
イス（口座開設、
住居、健康医療、ご
家族の学校、日本人
コミュニティー等）

•  ビジネスライセンス
の取得、各種ビザ申
請、商標登録、知的
財産保護、輸出入規
制に関する情報提供
と支援

•  税制およびビジネス
規制に関する情報の
提供

•  会計事務所、弁護士
事務所や政府関連部
署への紹介と面談の
アレンジ

•  業種別アドバイスや
商機に関する情報の
提供

•  人材紹介会社、不動
産業者、デザイン
会社、コンサルティ
ング会社等の紹介

•  領事館、商工会議
所や関連する業界団
体・協会への紹介

•  マーケティングや
広報サービスの提供

•  事業拡大に必要な
ツールの提供

•  成長のための商機
発掘の支援

•  持続可能な成長の
ための基盤の確保

•  マーケティングと
広報サービスの提供
を継続

香港での会社設立は低額で行うことができ、
手続きも簡単です。また、インベスト香港が継
続的に支援しますので、安心して事業に専念し
て頂けます。インベスト香港では、香港と海外
のチーム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おります。私たちは、皆
様の長期的なパートナーとして香港における事
業の初期段階から、拡張段階までいかなる局面
においても支援して参ります。

最新ビジネス情報
•  各部門に特化したアドバイスおよび
 ビジネスチャンス

•  会社設立手続き
•  税制、諸規制
•  ビジネスに応じたコストモデル
•  雇用に関する法令
•  ビザ要件

専門サービスの紹介
•  弁護士
•  会計士
•  人材紹介
•  コンサルタント
•  デザイナー
•  広告代理店
•  インテリアデザイナー
•  不動産業者

広報/ネットワーク
•  クライアントの広報活動および
 マーケティングに関する支援

•  継続的なイベント開催および人脈形成の機会

事業展開支援
•  事業所物件探しの支援
•  ビザ申請、移転のアドバイス
•  ビジネスライセンス、商標登録
•  知的財産と貿易規制
•  住宅探しや子弟の学校教育など、
 香港での生活に関するアドバイス

•  ビジネスに関する継続的なアドバイス
•  政府部門との連携

主要産業別専門チーム
•  ビジネス・専門サービス 
•  消費財・小売
•  クリエイティブ産業
•  金融サービスおよびファミリーオフィス 
•  フィンテック 
•  科学技術産業 
•  接客サービス・旅行産業
•  運輸・インフラ・先進製造業
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注：

1 Beijing Offi  ce

事務所は移転する場合がございます。最新の住所に関しましては弊局のＨＰをご参照下さい。

インベスト香港の
グローバルネットワーク

香港経済貿易代表部　投資推進室

コンサルタント
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ビジネス拠点として、あるいはビジネスアイディアを実現するのに最適な都市
として香港が選ばれる多くの理由の内、いくつかを紹介します。

進出先として
香港が選ばれる理由

アジアの中心
香港はアジアの中心に位置しており、事業展開
において理想的かつ戦略的なロケーションに
あります。顧客がアジアのどの地域に拠点を
持っていたとしても、香港に拠点を持つことで、
顧客の近くで事業展開を行うことになります。

中国本土と世界を結ぶ架橋
香港は「広東・香港・澳門大湾区」および広範
囲に亘る「一帯一路」を含む経済圏構想におい
て重要な役割を果たします。また、CEPA（中国
本土―香港経済貿易緊密化協定）の下、香港の
製造業者は無関税で中国本土に輸出することが
でき、香港のサービス業者は中国市場への
アクセスも優遇されます。

国際都市  香港
香港はアジア経済の中心的な都市です。香港に
拠点を持つことは、顧客企業の意思決定者の
近くで事業展開を行うことを意味し、ビジネス
チャンスをその手にする可能性が高まります。
英語はもちろん、香港では多くのビジネスマンが
北京語及び広東語を話します。

法の支配 
｢一国二制度｣の原則の下、香港はコモンロー
制度を堅持しており、個人並びに法人に対し、
法的な保護を保証しています。ハーグ国際私法
会議が、地域事務所を最初に香港に置いた事実
は、香港の法システムに対する、大きな信頼の
現れです。

世界クラスの社会基盤 
香港は国際市場と国際ネットワークに完全につな
がっている世界クラスの交通および情報のハブで
す。香港国際空港は、旅客数と貨物の取扱量の
いずれにおいても、世界有数の空港です。また、
香港には取扱量が多く、効率的なコンテナ港も
あります。「広深港高速鉄道」は香港と広州を
結び、さらに中国本土の高速鉄道ネットワークに
繋がります。また、香港と珠海、マカオを結ぶ
 「港珠澳大橋」は世界最長のブリッジ・トンネル 
 （アクアトンネル+アクアブリッジ）です。

一方、通信インフラも発達しています。93.2％の
世帯がブロードバンドを利用しており、携帯電話
の普及率は約260％です。11の海底ケーブル
システムと12の通信衛星が高度なICTインフラ
を支えています。 

世界クラスのプロフェッショナル人材  
香港は、高等教育を受けたバイリンガルの人材が
豊富です。また、国際ビジネスの経験を豊富に有
し、中国本土ビジネスに精通する人材も多数存在
します。更に、香港にはアジア有数の大学、世界
トップクラスのテクノロジーパーク、専門機関な
らびにR&Dセンターがあり、海外や中国本土の
優秀な人材が香港で働き、暮らすことを促進する
ための様々な支援策が整っています。

低率かつ分かりやすい税制度
香港の税制度は、分かりやすく、安定していま
す。また主要国との、包括的な二重課税防止
協定 (CDTA) のネットワークも広がっています。 

二段階税率  
企業の課税所得の200万香港ドルまでに対する税
率が8.25%に引き下げられました。この額を超え
る課税所得に対する税率はこれまでどおり16.5%
です。非法人企業（パートナーシップや個人事
業主など）の場合、二段階税率は、それぞれ
7.5%と15%が適用されます。

二段課税方式は、規模の大小にかかわらず、課
税所得がある全ての企業に適用されます。関連
企業がある場合は、その中の一社にのみ二段階
方式が適用されることになっており、中小企業
がこの税制優遇措置の主な対象となります。

二段課税方式によって、企業、特に中小企業や
スタートアップ企業の税負担が軽減されます。

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
先取りすることが出来るからです。

株式会社ホワイトストーン
代表取締役
白石幸栄氏

当社の香港チームは中華及び西洋、両方の
文化や商習慣を熟知しているため、それぞれの
市場に適した戦略を立てることができます。

AnyMind Group
共同創業者兼COO  
小堤音彦氏

• 付加価値税 • 消費税
•ワイン税 
• キャピタルゲイン
• 海外所得課税 
• 投資に対する源泉徴収税
• 相続税 • 売上税
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一帯一路構想

• 一帯一路（シルクロード経済ベルトと21世
紀海洋シルクロード）構想は、このルート沿
いの国々との間で、政策の調整、設備の接続
性、スムーズな交易、金融統合、人脈といっ
た分野での協力を促進するものです。

• 一帯一路の重要な拠点である香港は中央政府
の後押しを受け、優位性のある分野、特に国
際プロジェクトファイナンス、オフショア人
民元ビジネス、専門サービス  （会計士事務
所、弁護士事務所etc.）、経済・貿易協力等の
分野において中国本土と一帯一路沿線諸国を
つなぎます。

• 港珠澳（香港・珠海・マカオ）大橋、広深港
（広州・深圳・香港）高速鉄道、そして香港
国際空港の第三滑走路等、インフラ建設計画
が、香港と中国本土、そして世界との接続を
さらに強化します。

• 香港の企業は鉄道、空港、港、電力およびガ
ス供給などのインフラプロジェクトを国際的
基準に従って運営管理しています。さらに香
港は企業の合併買収、資金調達、会計および
税務、法律、建築といったプロの豊富な経験
により、一帯一路地域において、インフラを
はじめとする開発計画に第一級の支援を提供
することができます。

広東・香港・マカオ大湾区

• 広東・香港・マカオ大湾区には、香港とマカ
オのほか広東省の9つの都市が含まれており、
地域の総人口は7,200万人、GDPはおよそ1兆
6,000億米ドルに上ります。

• 香港特別行政区政府は2017年7月1日、広東
省、マカオ当局、ならびに中華人民共和国国
家発展改革委員会と、湾岸地域開発における
広東省-香港-マカオ間の協力を強化する包括協
定に調印しました。決定した主な協力分野に
は、インフラ接続の促進、市場統合の推進、
国際的な技術革新の拠点建設、連携した開発
による近代産業システムの構築、生活・や仕
事や旅行に最適な場所となる質の高い生活圏
の整備、国際協力における新たな優位性の創
出、主要な協力プラットフォーム確立への支
援などが含まれています。

インターナショナルスクール
香港には50以上のインターナショナルスクール
があり、国際学位（IB）を含む10の異なるカリキ
ュラムが提供されています。

安心の医療制度 
香港には、公立、私立を合わせておよそ50の
病院があり、香港並びに世界の病院で実績を積
んだ医師が診察にあたっています。また、香港
は、伝染病予防で有名です。食の安全管理シス
テムがしっかりしており、鳥インフルエンザの
発生リスクを低減する包括的予防プログラムが
あります。

香港での生活

香港のような都市は世界中でただ一つとも言えるでしょう。アジアの国際都市で
ある香港は東洋と西洋、新しいものと古いものが混じり合う、多元的社会です。

緑あふれる環境 
香港の領土の約70%は、緑豊かな地域であり、
24の地方公園と22の特別保護区があり、豊かな
多様性を保持しています。風光明媚な地方公園
やハイキングコースが香港の中心地から至近距
離にあります。

アクティブな海外駐在者
コミュニティー  
香港には各国の駐在員が居住しており、その数
は年々増え続けています。駐在員の方々は、快
適で便利で活気のあるライフスタイルを楽しん
でいます。

香港は食の都であり、何千ものレストラン
とトップレベルの料理人たちが集結してい
ます。洗練された飲食環境の中で、当社の
ブランドが今後アジアで発展をしていくに
あたり重要な位置づけとなります。

株式会社エー ・ ピーカンパニー
Director
釜谷将史氏

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株式会社
代表取締役社長
瀬戸健氏
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香港は...

国際金融とビジネスの拠点 
•  自由交換可能通貨、カネ・モノ・情報の自由な
流れ

•  次の分野において常に世界ランク上位：株式
市場時価総額、IPO、資金調達、資産運用管
理、金融業、保険

•  世界最大のオフショア人民元ビジネスセンター
•  世界の上位100行のうち、70以上の銀行が
香港に事業拠点を設置

•  600以上のフィンテック企業の事業拠点
•  インターネット専業銀行8社、インターネット
専業保険業者2社、保存型デジタル決済業者
15社が営業またはライセンスを取得

アジアの教育拠点  
•  アジアの一流大学及びインターナショナルスク
ールが多数運営

•  世界のトップ50大学に香港の３大学がランク
イン
出処：Quacquarelli Symonds (QS) World 
University Rankings 2020

•  著名な教育機関が香港にキャンパスを開設

芸術及び文化の中心都市  
•  一年中開催される国際的な芸術、文化、
スポーツイベント

•  40ヘクタールの西九龍文化地区（WKCD）は
世界クラスの芸術および文化の拠点

•  香港の約40％は生物多様性の高い自然保護
地区

観光地としての魅力  
•  ショッピング、グルメ、人気のテーマパーク、
数々のビッグイベント、そして郊外、島々、
ビーチといった多彩な魅力

•  アジアにおけるMICEイベントの中心地
•  オーシャンパーク、香港ディズニーランドと
いった観光客に人気のスポット

•  敬徳クルーズターミナルは、クルーズ旅行の
ランドマークとなっています

イノベーションとテクノロジーの拠点  
•  香港特別行政区政府は次の分野を促進する為、
1000億香港ドル超を割当

 ‒ 研究開発への助成

 ‒ 技術開発研究者の育成及び誘致

 ‒ 投資資金およびイノベーションとR&D
インフラの提供

 ‒ 既存の法規制の見直し

 ‒ 政府保有データの開示

 ‒ 政府の調達方法の見直し・変更

 ‒ 理系教育への関心強化

•  R＆D優遇税制措置：200万香港ドルまでの研究
開発費については300％の税控除、200万香港
ドルを超える支出については200％の税控除

•  GDPに占める、研究開発費の割合を5年以内に
従来の2倍（1.5％、450億香港ドル）に引上

•  ヘルスケアテクノロジーおよびA.I. ＆ロボティ
クステクノロジーに関する研究クラスターを
２つ設立

•  香港の「再工業化」を目指す取組として、製造
業者がスマート工場を設立するための助成金を
20億香港ドル注入（製造業者支出１ドルに対し
1ドル助成）
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インベスト香港のグローバルネットワーク

本部
香港

アメリカ大陸
リマ
メキシコシティ
ニューヨーク
リオ・デ・ジャネイロ
サンフランシスコ
サンティアゴ
トロント

アジア太平洋地域
アルマトイ
バンコク
北京
成都
広州
ジャカルタ
ムンバイ
大阪
ソウル
上海
シンガポール
シドニー
東京
武漢

ヨーロッパ、中東
および アフリカ
ベルリン
ブリュッセル
ドバイ
ヨーテボリ
イスタンブール
エルサレム
ロンドン
ミラノ
モスクワ
ナイロビ
オスロ
パリ

本部
24/F, Fairmont House 
8 Cotton Tree Drive
Central, Hong Kong

Tel: (852) 3107 1000
Fax: (852) 3107 9007
Email: enq@investhk.gov.hk

東日本
香港経済貿易代表部 
投資推進室（インベスト香港）
〒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

Tel: 03-3556-8961
Email: invest@hketotyo.gov.hk

西日本
インベスト香港 
西日本コンサルティング事務所
〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビル10F香港貿易発展局内

Tel: 06-4705-7019
Email: tnakata@investhk.com.hk

免責事項：本出版物に掲載されている情報は、一般的に参照いただくことを目的としています。インベスト香港は、内容の正確性、最新性を維持するため最大限の努
力を行いますが、必ずしもそれを保証するものではありません。掲載されている情報の誤り、欠落、誤った記述、不正確な説明（明示された内容のみならず示唆も含
む）により生じるいかなる義務や責任、また、当該情報の活用や当該情報に基づき為された行為や判断を原因として発生したいかなるトラブル・損失・損害に対して
も、インベスト香港は一切の責任を負いません。本出版物に掲載されている情報に基づく判断は貴社（貴殿）の責任においてなされるものであり、判断するにあたって
は、貴社（貴殿）が別途当該情報の正確性を確認するものとします。またインベスト香港は、いかなる資料、企業、サービス業者を推奨するものではありません。
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