【インベスト香港（東京）ニュースレター第 21 号】
2022 年 5 月 31 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。
今月のニュースレターをお届けします。
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【今回のトピックス】
1. 2022 年第 1 四半期 香港経済指標及び実質 GDP 成長率予測の発表
2. PR 動画：

香港の新しいビジネストレンドと活躍する企業
宝飾品ビジネスハブとしての香港の魅力

3. 香港進出企業の事例紹介
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1. 2022 年第 1 四半期 香港経済指標及び実質 GDP 成長率予測の発表
5 月 13 日、香港政府は 2022 年第 1 四半期における経済指標及び最新の 2022 年実質 GDP 成長率予測を発
表しました。輸出及び地域内経済活動の急激な悪化などにより、2022 年第１四半期実質 GDP は前年同期
比で 4％減となり、季節調整済み失業率も 5.0％と顕著に上昇しました。今後、ウクライナ情勢の緊張
が続くことに伴う各国中央銀行の金融引締めによる世界経済の悪化が、香港の輸出にも影響を与えると
予想されていますが、一方で国境を越えた輸送の混乱は徐々に緩和し回復の余地があることや、新型コ
ロナウイルス感染症流行の沈静化と政府支援による域内需要の回復を考慮し、2022 年実質 GDP 成長率予
測は 1-2%への下方修正としました。主な指標や詳細については、以下の表及びプレスリリースをご参照
ください。
表 1. 2022 年の実質 GDP 成長率予測
2022 年 2 月 23 日時点

2022 年 5 月 13 日時点

実質 GDP 成長率

2 - 3.5 %

1 – 2 %

基調的インフレ率

2 %

2 %
（出所：香港政府統計局）

表 2．主要経済指標増減率の推移
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（出所：香港政府統計局。一部編集）
香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202205/13/P2022051300415.htm
香港政府統計局プレスリリース
https://www.censtatd.gov.hk/en/press_release_detail.html?id=5046
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2. PR 動画：

香港の新しいビジネストレンドと活躍する企業
宝飾品ビジネスハブとしての香港の魅力

前号（第 20 号）に引き続き、香港の新しいビジネストレンドと活躍する企業をご紹介する PR 動画をお
届けします。今回は、クラウドキッチンとアグリテックの 2 社です。加えて、宝飾品ビジネスハブとして
の香港の魅力についてご紹介する PR 動画も作成しましたのでご覧ください。日本語字幕付きです。
1）Cooking in the Cloud： https://www.youtube.com/watch?v=TsTwA-8M094
「クラウドキッチンを活用したフードデリバリーサービス」

出演企業：

FRESHLANE
同社のクラウドキッチンでは複数のレストランが入居し、コストを最小限に
抑えながらも衛生的で効率の良い宅配サービスを消費者に提供

2）Greenovation - The Future of Food： https://www.youtube.com/watch?v=o9S528zYCD0
「アグリテック（農業+IT 技術）を駆使した未来型農業・植物工場」
出演企業：

① FARMACY
LED 植物工場技術やその他最先端農業技術によりハーブを生産。フードロ
ス対策や持続可能な農業に貢献
② AQUA GREEN
水耕栽培とデータ駆動型農業で葉物野菜を生産。環境汚染対策や持続可能
な農業に貢献

3) What makes HK one of the world's gems & jewelry
hubs? : https://www.youtube.com/watch?v=zfCr2SUFwuE
「何が香港を世界の宝飾品ハブとさせているのか」
出演企業：

KGK Group、The Gemological Institute of America、 Hong Kong Jewelry
Manufacturers’ Association、The J-Hub
自由港である魅力、通貨規制のないこと、大湾区、盛んな展示会、優秀な人材、
中国との近接性などが理由として語られています。
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3. 香港進出企業の事例紹介
今回は、クリエイティブ産業 1 社、接客サービス・旅行産業 2 社、フィンテック 3 社、金融サービス 2
社、小売消費財 1 社、科学技術産業 1 社をご紹介します。
＜クリエイティブ産業＞


伊藤忠商事、Rights & Brand Asia 社に出資し人気アニメキャラクターを中華圏に

Rights & Brand Asia 社（本社：香港）は、香港の PPW Sports &Entertainment、伊藤忠商事株式会
社、フィンランドの Moomin Characters Oy、スウェーデンの R&B Licensing AB による合弁会社で、中
華圏市場におけるブランドを扱うライセンスエージェントです。先ずは、フィンランド発のアニメキャ
ラクター「ムーミン」の中華圏における人気を生かし、ホーム＆ファッションといった重要カテゴリー
でのビジネスを成長させていく予定です。

「香港は、ライセンス業界にとって理想的な戦略拠点となっています」
Bianca Lee
CEO, Rights & Brand Asia
詳しくはこちら（日）
https://www.investhk.gov.hk/ja/case-studies/beloved-animated-characters-greater-china.html
＜接客サービス・旅行産業＞


タイのデザートブランド「After You Dessert Cafe」が海外 1 号店を香港にオープン

タイの上場企業 After You のデザートブランド「After You Dessert Cafe」は、香港に海外 1 号店
をオープンしたことを発表しました。新店舗は、コーズウェイベイ（Causeway Bay）の中心部に位置し
ています。
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/news/thai-dessert-brand-after-you-dessert-cafe-chooses-hongkong-first-overseas-branch.html


インド出身のウェルネス起業家、香港に健康志向のレストラン＆スペシャリティカフェをオープン

ウェルネス起業家 Nobin John 氏は、香港に新しいレストラン＆スペシャリティカフェ「Orka」(オル
カ)をオープンし、持続可能で健康に焦点を当てたダイニング体験を提供することを発表しました。
「香港の人々は健康志向が高く、食品の持続可能性、社会的責任、品質に関心を持つようになり、あら
ゆることに気を配ったマインドフルな食事の実践に取り組み始めています」
Nobin John
Co-founder, Orka Wellness
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/news/wellness-entrepreneurs-open-health-conscious-restaurantspecialty-caf-hong-kong.html

＜フィンテック＞


健全なデジタルゲイン

BC テクノロジーグループのグループ企業である OSL は、香港証券先物委員会（SFC）からデジタル資産
事業に関するタイプ 1（証券売買）およびタイプ 7（自動売買サービスの提供）のライセンスを取得し
た最初の企業で、富裕層（HNWI）、トレーダー、ブローカー、ファンド、デジタル資産保有者などの機
関投資家やプロ投資家向けに、安全かつ確実に取引できるデジタル資産プラットフォームを提供してい
ます。
「香港はデジタル資産投資家にとって最も投資しやすく、安全な地域の一つとなっています。世界で最
も成功しているデジタル資産企業のいくつかは、過去数年の間に香港で設立または上場しています。」
Wayne Trench
CEO, OSL
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/case-studies/robust-digital-gains.html


プライベートエクイティ投資会社の Alpha Win、香港の資本市場に対する優遇政策の恩恵により大
きく成長

香港に本社を置く Alpha Win Capital Limited は、生物医学とテクノロジーの分野に特化した株式投資
を中核事業としています。今後、同社は投資先企業に資本と資源を注入し続け、3〜5 年の間に、香港を
拠点に GBA にサービスを提供するブティック型プライベートエクイティ投資機関に成長することを目指
します。
「資産運用業界にとって、香港は成熟した金融市場であり、中国本土および世界の主要窓口です」
LiLi Ying
CEO, Alpha Win
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/case-studies/driving-growth-through-new-policyinitiatives.html


中小企業向けオンライン決済ソリューション

香港に本社を置く Statrys は、2018 年に設立され、アジアの中小企業や起業家向けに、ユーザーフレン
ドリーで、信頼性、経済性、透明性の高いオンライン決済ソリューションを提供しています。

「FinTech 業界に対する政府の絶大な支援はもちろん、香港の金融チャネルを利用して香港から海外へ
進出するプロセスは、非常にスムーズです」
Bertrand Theaud
Founder, Statrys
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/case-studies/online-payment-solutions-smes.html
＜金融サービス＞


ファミリーオフィスが広東・香港・マカオ大湾区（GBA）で活躍するための豊富な機会

中国の華泰國際金融控股有限公司（華泰国際）は、香港と中国本土の緊密性を最大限に生かし、ファミ
リービジネスのクライアントにサービスを提供しています。
「香港－GBA 間での越境銀行口座開設制限が徐々に緩和される中、新しい越境資産管理コネクトスキー
ムは、オフショア人民元センターとしての香港の評判をさらに高め、GBA 発展の青写真における香港の
重要性を高め、越境ファミリーオフィスの成長に貢献するでしょう」
Vicky Li
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/case-studies/ample-opportunities-family-offices-flourishgba.html


資産運用会社 AvantFaire Investment Management は、テーラーメイドの資産運用サービスを通じ
て、ファミリーオフィスの社会・環境的インパクトにおける目標達成を支援

AvantFaire は、アジアで初めて B コーポレーションの認証を受けた株式運用会社で、国連が提唱する
「責任投資原則」と国際金融公社が主導する「インパクト投資の運用原則」に署名しています。
「香港は 1 世紀以上にわたって世界のビジネスの中心地です。世界のさまざまな地域の人々とコラボレ
ーションすることは、文化の多様性と包括性を受け入れている香港のビジネスマンの DNA にすでに組み
込まれているのです。設立以来、投資チームの中心メンバーの入れ替わりはなく、香港の人材の質の高
さには満足しています」
Catherine Chen
Founder & CEO, AvantFaire Investment Management

詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/case-studies/investment-impact.html
＜小売消費財＞


ブラジルの大手 EC プラットフォーマーAmericanas、香港に調達オフィスを開設

ブラジルの E コマース小売大手、Americanas は国際貿易センターとしての香港の地位を活用し、この地
域での対外貿易事業、特に大陸からの輸入事業を加速させると発表しました。
「香港事務所では、国際物流業務経験の豊富な現地の幹部チームが、弊社グループの越境業務のサポー
トに加え、サプライヤーとの厳しい交渉、潜在顧客の発掘、品質管理の強化に焦点を当て、運営をして
います」
Sergio Alcure
Director, Americanas Hong Kong office
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/news/americanas-opens-new-sourcing-office-hong-kong.html
＜科学技術産業イノベーション＆テクノロジー＞


ドイツに本拠地を置くスマート照明ソリューション企業 Sycra Technologies Limited、グローバル
展開に向け香港の事業を拡大

ドイツのスマート照明ソリューション企業である Sycra は、世界戦略の一環として、香港のハイテクに
優しいビジネス環境と有利な政策を活用し、香港チームを拡張したことを発表しました。
「香港は、中国本土の生産能力と、革新的な技術や生活を便利に変化させる製品に対する世界のニーズ
をつなぐ架け橋として機能しています。それだけでなく、弊社のようなテクノロジー企業を歓迎し、多
くの政府機関による支援を受けられる技術拠点として、当社の事業展開に大きく貢献する場所です」
Asher Sun
CEO, Sycra
詳しくはこちら（英）：
https://www.investhk.gov.hk/en/news/germany-based-smart-lighting-solution-company-scaleshong-kong-operation-global-expansion.html
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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: s_kitami@hketotyo.gov.hk （担当：北見）
Tel: 03-3556-8962
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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香港経済貿易代表部

Hong Kong Economic & Trade Office

投資推進室

InvestHK Desk

〒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）

