【インベスト香港（東京）ニュースレター第 20 号】
2022 年 4 月 28 日
各位
平素より大変お世話になっております。インベスト香港 東京事務所です。
香港で急拡大した新型コロナ感染症も今月中旬には収束し、香港の社会経済も活動再開に向けて動き出
し、非香港居民の入境が再開されることが発表されました。今回はその詳細と、オンラインセミナーや
新たに作成した PR 動画についてご案内します。
お役立ていただけますと幸いです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
インベスト香港（東京）ニュースレター (第 20 号)
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【今回のトピックス】
1. 海外からの非香港居民の入境を再開（5 月 1 日～）
2. オンラインセミナー：香港を経由した広東・香港・マカオ大湾区（GBA)への進出のための実践的ガ
イド（5 月 17 日開催）
3. PR 動画：香港の新しいビジネストレンドと活躍する企業のご紹介
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1. 海外からの非香港居民の入境を再開（5 月１日～）
5 月 1 日より、海外からの非香港居民の香港への入境が再開されました。非香港居民は、香港居民と同
様の搭乗、隔離、および検査などの要件を満たすことが求められます。
1) 海外からの入境者の入境条件
・入境日より 14 日間以前に有効なワクチン接種を 2 回完了した証明書の保持（※1）
・搭乗前 48 時間以内に受けた PCR 検査の陰性証明の保持（※2）
・強制検疫指定ホテルの 7 泊もしくは 14 泊(※3)の予約確認書の保持
2) 海外からの入境者の香港における入境・検疫手続き
・入境時に空港で迅速抗原検査（RAT）と PCR 検査を受検し、空港で RAT 検査の結果を待つ。RAT 検
査が陰性であれば、強制検疫指定ホテルへ指定バスで移動し、ホテルにて PCR 検査の結果を待
つ。PCR 検査の結果が陰性であれば、14 日間の検疫命令が出される。
・強制検疫指定ホテルにて RAT を毎日実施し、5 日目の PCR 検査、6 日目及び 7 日目に RAT が陰性で
あれば 検疫期間を短縮し、最短で 7 日目 に強制検疫指定ホテルを出ることができる。

・強制検疫指定ホテルを出た後は 7 日間自己観察を行い、12 日目は地区検査センターにおいて PCR
検査を受検。
・強制指定検疫ホテルに 7 日目以降も滞在する場合は、12 日目に PCR 検査を受け、陰性であれば 14
日目にホテルを出ることができる。
・検査で陽性反応が出た場合、症状に応じた隔離施設に移される。この場合、陽性反応が出た日の
6 日後及び 7 日後に RAT を実施し、結果が陰性であれば隔離解除となる。
※1 【有効と認められるワクチンの一覧】
ファイザーとモデルナのワクチンは含まれています。
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/list_of_recognised_covid19_vaccines.pdf
【ワクチン接種証明書の要件】
- ワクチン接種した国・地域の認定医療機関または政府機関が運営するワクチン接種施設が発行
するワクチン接種証明書。英語もしくは中国語のワクチン接種証明書で、パスポートと同じ表
記の接種者氏名と以下の情報を含むもの。
a) COVID-19 ワクチン接種を受けた事実と直近の接種日
b) 投与されたワクチン名
- 英語もしくは中国語で記載されていないワクチン接種証明書や、上記の情報を網羅していない
証明書の場合は、パスポートと同じ表記の接種者氏名ならびに上記 a) と b）の内容を英語も
しくは中国語で記載した書面の確認書を、ワクチン接種した国・地域の政府機関もしくは認定
医療機関に発行してもらい、ワクチン接種証明書と一緒に提示する必要があります。
※2 【PCR 検査証明書の要件】
- 検査機関もしくは医療機関が発行する英語もしくは中国語の PCR 検査証明書で、パスポートと
同じ表記の検査受診者氏名と以下の情報を含むもの。
a) 搭乗予定フライトの出発時間 72 時間以内に当該受診者からサンプルを採取し、PCR 検
査を行ったという情報
b) サンプルに対して実施されたのが PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）ベースの核酸検査であ
るという情報
c) 当該検査受診者の PCR 検査結果が陰性であったという情報
- 英語もしくは中国語で記載されていない PCR 検査の陰性証明書や、上記の情報を網羅していな
い証明書の場合は, パスポートと同じ表記の 検査受信者氏名ならびに上記 a) ～ c）の内容を
英語もしくは中国語で記載した書面の確認書を、検査機関もしくは医療機関に発行して もら
い、陰性証明書と一緒に提示する。
- 英語もしくは中国語の陰性証明書ならびに書面の確認書には、検査を行った検査機関もしくは
医療機関が ISO15189 認定もしくは検査が行われた国・地域の政府機関の認定を取得している
ことを明示する。
※3 強制検疫ホテルでの滞在を 7 日間に短縮せず 14 日間過ごすことを選択する場合は、入境時より

14 日間の予約確認書の用意が必要。
詳しくはこちら（英）→
https://www.info.gov.hk/gia/general/202204/22/P2022042200621.htm
www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
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2. オンラインセミナー：香港を経由した広東・香港・マカオ大湾区（大湾区)への進出のための実践的
ガイド（5 月 17 日開催）
この度、インベスト香港と PwC は「香港を経由した広東・香港・マカオ大湾区（大湾区)への進出のた
めの実践的ガイド」と題した冊子を発行します。オンラインセミナーでは、冊子の中でもご紹介してい
る大湾区の概要や香港を活用した大湾区市場の参入などについてご説明します。
日時：

5 月 17 日（火）
日本時間 11:00 - 12:30

使用言語：

英語（日本語通訳なし）

セミナー内容： - 大湾区各都市と経済特区の投資環境概要
- 大湾区における主なビジネスチャンスとその発展において
香港が果たす戦略的役割
- 香港および中国本土でのビジネス立ち上げに関する実践的なヒント
- 香港を活用して大湾区に進出した企業の成功事例および
大湾区市場参入のための事例紹介
お申込みはこちら（英）
：
https://www.investhk.gov.hk/en/events/practical-guide-setting-guangdong-hong-kong-macaogreater-bay-area-hong-kong-asia-and-australasia.html
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3. PR 動画：香港の新しいビジネストレンドと活躍する企業のご紹介
インベスト香港では、香港の新しいビジネストレンドと活躍する企業を紹介する PR 動画を作成しまし
た。各企業の代表者が以下のテーマ毎に、香港における各業界の最新情報と優位性について話していま
す。約 3 分間のビデオです。日本語字幕を付けましたので、是非ご覧ください。
１）NFT x Action! ： https://www.youtube.com/watch?v=fidQyjDvT60

「NFT を活用した香港のクリエイティブ産業およびエンタメ業界」
出演企業： Phoenix Waters Production
ハイコンセプトの映画・ドラマ・バラエティ番組の制作会社
2）GameFi X Metaverse: https://www.youtube.com/watch?v=4DPAilOBRKQ
「メタバースと GameFi の世界」
（GameFi：ゲームと分散型金融（暗号資産）を掛け合わせたオンラインゲーム）
出演企業： Animoca Brands
世界各国で 150 以上のメタバースや NFT 企業・プロジェクトなどに関する投資を
実行し、350 以上の人気グローバルブランドと提携する香港のユニコーン
3）Start up success in circularity： https://www.youtube.com/watch?v=reSL_oavfj4
「循環型社会におけるスタートアップの成功と香港のスタートアップのための投資環境」
出演企業： ①Retycle
中古の子供服およびマタニティウェア売買のオンラインプラットフォーム
②Wristcheck
中古腕時計の鑑賞・取引・編集・交流コミュニティの場を提供する総合プラット
フォーム
4）Insta Grab Insta Go： https://www.youtube.com/watch?v=xWE0fAODY7M
「時間に追われる香港人のための Grab & Go 業態」
（Grab & Go：仕事帰りや隙間時間を利用して手軽に購入＆持ち帰り）
出演企業： ①INSIDE
手作りのオンリーワンでビジュアルにも拘ったギフト・雑貨店
②J&G Fried Chicken 繼光香香雞
台湾のテイクアウト専門鶏の唐揚げ店
5）Central Market - Plug and Play： https://www.youtube.com/watch?v=k5c4xddQ_JE&t=16s
「80 年以上の歴史を持つ生鮮市場『中環街市(CENTRAL MARKET )』が複合施設に－市場のイメージ
を残した仕切りのない空間で、小さいながらも様々な特徴ある小売店や飲食店が繰り広げる、活気
溢れるビジネス」
出演企業：SLOWOOD
オーガニック、天然、フェアトレードに関する商品を集めて販売、サステナビリティ
に貢献
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ニュースレターの内容やその他香港に関するご質問・ご相談は、こちらのメールアドレスまたは電話番
号までご連絡下さい。
Email: k_hashiba@hketotyo.gov.hk （担当：橋場・北見・浜川）
Tel: 03-3556-8961
配信停止をご希望の方は本メールアドレス（ invest@hketotyo.gov.hk ）に空メールをご返信下さい。
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〒102-0075 東京都千代田区三番町 30－1
URL: http://www.InvestHK.gov.hk (InvestHK)、http://www.hketotyo.gov.hk (香港経済貿易代表部）

