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事例紹介：

香港を経由して
大湾区に事業進出した外国企業

2021年9月28日



Tian Tian Hainanese Chicken Rice
（天天 海南チキンライス）
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ミシュラン
推奨の

シンガポールレストラン

• シンガポールで最も美味しいチキンランスと評判の人気店

• シンガポールのMaxwell Food Centreにある同チキンライスの

屋台は2016年、2017年にシンガポールのミシュラン ビブグル

マンに2年連続選出

香港

▪ 2018年に香港初上陸、現地パート

ナーにより1号店を開店

▪現地パートナーは、同社の大中華

圏におけるマスターフランチャイ

ジー

▪ 現在、香港では3店舗を展開：

銅鑼湾 Causeway Bay, 尖沙咀

Tsim Sha Tsui, 沙田 Shatin

▪ 沙田にセントラルキッチンを設置

従業員：100名以上

https://www.investhk.gov.hk/en/news/michelin-recommended-singaporean-eatery-opens-hong-kong.html
https://www.investhk.gov.hk/en/news/michelin-recommended-singaporean-eatery-opens-hong-kong.html


Tian Tian Hainanese Chicken Rice
（天天 海南チキンライス）
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萬象城 (Mixc)に2店舗

• 海口 (Haikou) 萬象城

• 福州 (Fuzhou) 萬象城

開店予定： 2022年3月

大湾区へ事業拡大

香港を地域統括拠点とし大湾区へ事業拡大

2020年2月、深圳に1号店を開店

大規模ショッピングモール深圳寶安區壹方城
購物中心 (Uniwalk)内にレストランおよび
オフィスを設置、従業員：約40名

中国本土における新規開店計画



1 2 3
戦略的パートナーの選定 香港でのリスク管理 マーケティング拠点 香港の活用

▪ 適切な現地パートナーを見
極め、香港経由で大湾区市
場へ参入

▪ 同社の海南チキンライスは香港
で大人気、香港はテストマーケ
ティングに最適

▪ 世界有数の観光地として海外
から毎年何百万人もの観光客
が香港に来訪、ブランドの認
知度向上や看板メニューの効
率的な世界発信に大きく貢献

Tian Tian Hainanese Chicken Rice
（天天 海南チキンライス）
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ポイント



シャトレーゼ

【香港】

進出時期： 2017年1月 1号店オープン

店舗数： 58店舗

進出のポイント： ・積極的な現地パートナー（フランチャイジー）の存在

・手軽なスイーツへの地元の強い需要

・テストマーケティングに最適

ビジネス状況： ・現地フランチャイジー 5社

・2020年の1年間で30店舗オープン

・ショッピングモール内の店舗展開から

良い条件の路面店での展開も開始

・香港現地法人はファンチャイジーのマネジメントを行う

【大湾区 ー 深圳】

進出時期： 2021年8月 1号店オープン

店舗数： 1店舗

進出のポイント： ・店舗進出を実施する前にテストマーケティングとして通信販売を

実施し、需要を確認した上で満を持して出店
出処：シャトレーゼ
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
（DON DON DONKI （ドン・キホーテ））

【香港】

進出時期： 2019年7月

店舗数： 8店舗

進出のポイント： ・日本食品の世界最大の輸入者、強い地元の需要

・テストマーケティングに最適

・自由貿易港、物流のハブ

ビジネス状況： ・直営店展開

・直近の1年間で5店舗オープン

・アジアで最大の売り上げを計上、年率370％超の伸び

・将来的に24店舗の展開を目指す

【大湾区 ー マカオ】

進出時期： 2021年9月

店舗数： 1店舗

ビジネス状況： ・2店舗目の展開も目指す

Pan Pacific Retail Management (香港）
代表取締役社長 竹内三善氏

6

DON DON DONKI
OPモール本店（荃湾西）



Arovia
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消費者家電

事業内容:

傘のように一瞬で開き、簡単に畳むこ
とができるポータブル性に優れた高解
像度24インチディスプレイ SPUD 
(Spontaneous Pop-Up Display）の
開発・販売

Aroviaは従来のスクリーンの概念を取り払

い、「軽い、薄い、高解像度、折り畳み可

能、折り目がつかない、本のように軽く、

コンパクト」なスクリーンの開発に注力し、

2 in 1 ポータブルディスプレイ 「SPUD

（スパッド）」とその最新モデル「 Splay

（スプレイ）」を発売

米国からの創業者



• 香港を統括拠点とし大湾区へ事業拡大

• 生産拠点として深圳に事務所を設立

• 香港および深圳事務所の従業員：合計3-5名

• 香港の優れたスタートアップ向けの環境およびエコシステムと、

深圳の高度な生産基盤を活用

Arovia

8

大湾区へ事業拡大

香港に統括拠点を設立

▪ 2019年 香港にて創業

▪ 香港科技園（the Hong Kong Science and Technology 

Park）のインキュベーションプログラムにて研究開発推進



1 2 3 4
▪ 香港科技園 ( H o n g

Kong Science and
Technology Park)の
インキュベーション
プログラムがサポー
ト・アドバイスを提
供、それにより、大
湾区で事業展開

▪ 香港を統括拠点とし大湾
区へ事業拡大

▪ 製造ラインは中国本土
▪ 香港の国際基準に関す

る情報や理解等の国際
都市たる優位性を活用

▪ 香港・深圳両方の事務
所を通じて、Splayを見
込み客に対し販売促進

Arovia
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ロート製薬
【香港】

進出時期： 2019年9月 香港サイエンスパーク内にラボを開設

進出目的： 中国本土を見据えた再生医療（細胞培養・細胞治療）の研究・開発拠点設立

進出のポイント： ・世界中から優秀な人材の採用が可能

・政府が先端的な研究を支援 → 米国、英国のトップ大が香港にラボを新設

（香港サイエンスパーク内 Health@InnoHK、AIR@InnoHK）

大湾区への足掛かり： ・香港から大湾区を客観的に見ることができる

・香港と深圳が共同で「香港-深圳イノベーション＆テクノロジーパーク」を建設中

オムロン
【香港】

進出時期： 1981年

事業内容： 制御機器（工場自動化）事業、電子部品事業、社会インフラ事業、ヘルスケア事業など

大湾区への挑戦： ・香港から “China Silicon Valley - 深圳” のスタートアップ企業への投資と協業

・香港Smart City Consortiumのコミッティーメンバーとして香港スマートシティーの

実現に貢献し、成功事例を大湾区へ展開
10



Straub Collaborative 
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本社: 米国 オレゴン州
ポートランド

急成長中の
Eコマースコンテンツ制作スタジオ

Straub Collaborative

• 写真家David Straub氏によって1990年に設

立

• Eコマースに特化したコンテンツ制作（製品と

ライフスタイルの写真およびビデオ制作を含

む）、コンテンツ制作後のサービスやデジタ

ル資産管理等

• 香港以外には、本社ポートランド、ニューヨ

ーク、ボストンに事務所

香港

• 2015年、香港に初進出（米国以外では香
港のみ）

• 従業員：12名（含フルタイムの写真家3
名）



• Straub Collaborativeにとっての大湾区での商機：大湾区で事業を行う

多くの企業は同地域に卸売や製造機能を持ち、世界的に有名なブランド

に発展

• 同社はまずは香港で地固めし、機が熟したら大湾区に進出、事業拡大を

計画

• 新型コロナウィルス感染拡大により、事業拡大計画は一時停滞したが、

香港を拠点に大湾区での商機を狙い、3-5年以内に大湾区に拠点を設け

る予定

Straub Collaborative 
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大湾区への事業拡大



Straub Collaborative 

13

同社は過去31年間に200以上のリテールブランドと取引

例）

ポートランド ： Puma や New Balance等のスポーツアパレルや靴店

ボストン： Danner や Footjoy等の典型的なアメリカのブランド

ニューヨーク ： Kim+Ono等のファッションブランド

香港： SOL（サステナブル寝巻ブランド）や Davisage（美容ブラ

ンド）等、香港地元ブランド

同社の主な取引先



同社が大湾区の拠点となる香港で
好スタートを切ることが出来た
要因：

• 香港人の勤勉性
• 香港のタレントプール
• 香港の容易で効率的な事業運営

Straub Collaborative 
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乃村工藝社
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【香港】

進出時期： 1985年 支店設立

事業内容： 企画・設計から施工までワンストップの空間創造

ビジネス状況： ・2021年3月にオープンした日清食品のCUPNOODLES

MUSEUM HONG KONGといった日系企業の案件だけでなく、

地元香港企業の案件にも多く取り組む

・香港支店は、本社デザインチームと連携しプランニングから

デザイン開発まで行ってきたため、人材が育ちノウハウが蓄積されている

大湾区ビジネスへの取り組み：

・大湾区という大きな商圏が持つ潜在的な需要や商機に着目し、事業拡大を検討して

いる多くの同社顧客をサポート

・大湾区へは同社の得意とする商業スペースのデザイン・創造事業からビジネス参入

・中国本土ビジネスは中国現地法人（北京本社）の管轄だが、中国現地法人深圳支店

と連携し、同社顧客の大湾区への進出を商業スペースのデザイン・創造面から支援

・香港支店が企画・設計を担当し、深圳支店は香港支店の設計を元に現地に合わせて

調整し施工する

乃村工藝社 香港支店
支店長 杉村宣哉氏



塩野義製薬
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【中国平安グループと戦力的提携】

目的： 多様化する人々や社会のヘルスケアニーズに応える「トータルヘルスケアプラットフォーム」の確立

① データドリブンな創薬・開発プラットフォームの構築とそれによる医薬品の創薬・開発

② AIテクノロジーによる製造・品質管理体制の構築とそれによる医薬品の品質保証

③ O2Oを活用した販売流通プラットフォームの構築とそれによる医薬品の販売・流通

＊オンライン問診、医師の口コミ情報、オンラインでの医師紹介・診察予約・診察代支払い、処方薬・漢方・サプリメントのオンライン販売、健康に関する情報、

オンライン保険販売等を提供するスマートフォンアプリを展開

中国平安グループ（深圳本社）
・高い自社創薬力

・高効率な医薬品開発

・長年培ってきた感染症等に対する

疾患洞察力

塩野義製薬

×

・中国最大の保険・金融サービス会社

・AIやビッグデータを活用した

ヘルスケアエコシステム*を確立

・圧倒的なブランド力

中国平安グループ（深圳本社）

出処：塩野義製薬IR資料、プレスリリースより抜粋
IR資料 https://www.shionogi.com/content/dam/shionogi/jp/investors/ir-library/presentation-materials/fy2020/201013.pdf

プレスリリース https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/07/200713_1.html

https://www.shionogi.com/content/dam/shionogi/jp/investors/ir-library/presentation-materials/fy2020/201013.pdf
https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/07/200713_1.html


ちゅ
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塩野義製薬

中国・アジア事業の拠点、
目的①～③の実行

目的①～③を実行
するための
資本投資、知的財
産ライセンスマネ
ジメント、中国・
アジア内各国との
製品輸出入業務

シオノギヘルスケ
ア商品の中国・ア
ジアでの販売、本
合弁事業によるビ
ジネスの日本事業
への取り込み

元 塩野義製薬子会社、各合弁会社に譲渡

中国平安グループとの長期パ
ートナーシップ構築のため、
両合弁会社を統括し事業運営
をサポート

シオノギヘルスケア

出処：塩野義製薬IR資料、プレスリリースより抜粋
IR資料 https://www.shionogi.com/content/dam/shionogi/jp/investors/ir-library/presentation-materials/fy2020/201013.pdf

プレスリリース https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/07/200713_1.html

https://www.shionogi.com/content/dam/shionogi/jp/investors/ir-library/presentation-materials/fy2020/201013.pdf
https://www.shionogi.com/jp/ja/news/2020/07/200713_1.html
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【Invest Hong Kong – Hong Kong】

David Wong

Head of Greater Bay Area 

Business Development

Thank you！

ご清聴ありがとうございました

(+852) 3107 1494

davidwong@investhk.gov.hk

香港経済貿易代表部

投資推進室（インベスト香港）

室長 橋場清子

81-3-3556-8961

k_hashiba@hketotyo.gov.hk

【Invest Hong Kong – Tokyo】

mailto:k_hashiba@hketotyo.gov.hk

