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2月10日～15日   

2020 StartmeupHK Festival 

次にくるものは何？  

香港のスタートアップ・エコシステムの多様な側面を一週間にわたって紹介する、StartmeupHK 

Festivalを開催します。 

主催：インベスト香港、会場：HKCEC 及びThe Mills Fabrica 

 

香港のスタートアップ・エコシステムは大きく前進してきました。2019年のスタートアップ企

業への投資額は 7 億 2,000 万米ドルに上りました。 (注）香港では、広く認められた 

ユニコーン企業が 7 社あり、その分野はロジスティクス、AI、フィンテック、ハードウェア、 

トラベルテクノロジー、クリプトカレンシー（仮想通貨）取引等、多岐に亘ります。 

 

インベスト香港は、2016 年から StartmeupHK Festival を開催しています。同イベントでは、

活気あるスタートアップ・エコシステムに加え、海外の革新的な創業者、投資家、学者、 

コ ミ ュ ニ テ ィ ー ビ ル ダ ー に 香 港 で の ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス を 紹 介 し て い ま す 。 

 

（注）出処：Oddup All Sector Snapshot 2019年 10月 4日 

 
2020 年 StartmeupHK フェスティバルのコア・イベント 

2月 10日 

The Connected Cities Conference     

主催：KPMG 

 

同イベントでは、次世代都市生活に向けたイノベーションに焦点をあてます。世界各地のス

マートシティやコネクテッドシティ、そしてそのテクノロジーの実例を数多く紹介するとと

もに、スマートシティ・テクノロジー企業にも注目します。  

 

2月 11日 

StartmeupHK Forum    

主催：インベスト香港、Alibaba Entrepreneurship Fund  

(招待制) 
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香港政府によるイノベーションへの最新の取り組み、活気あふれるスタートアップ・ 

コミュニティーをさらに発展させるための政府の最優先課題や、スタートアップの有力な 

ハブとしての香港の可能性に焦点をあてた特別なイベントです。 

2月 11日～12日  

JUMPSTARTER 

主催：Alibaba Entrepreneurs Fund/HSBC 

 

2日間にわたり、スタートアップ、企業、投資家を一堂に集め、香港のスタートアップ・ 

コミュニティーを強力に支援し、活性化し、作り上げていくカンファレンスです。 

グローバル・ピッチ・コンペティションには、ファイナリストとなったスタートアップが 

世界の 8都市から参加します。 

2月 11日～12日  

Connected Retail Experiences  

主催：Bailey Communications  

 

小売業の未来、そして、小売事業者が現在保有しているデータレイク形式の情報の活用法に

フォーカスします。世界的なサプライヤーやトレンドの仕掛人が、リテール環境における最

新技術に関する知見を共有するとともに、ピッチステージやビジネスマッチング・セッショ

ンも行われます。 

2月 13日  

Lifestyle Tech Conference  

主催：Jumpstart Media  

 

同イベントでは、トータルで 10時間以上にわたり来場者参加型パネルディスカッションや業

界を代表する各ブランドのスピーカーによる基調講演が行われます。インタラクティブ・ 

ライフスタイル・ゾーンでは、日々の生活に活用される最新技術を実際に体験することもで

きます。 

2月 14日  

Startup Impact Summit（SIS20）  

主催：WHub  

 

スタートアップのビジネスを次のレベルへと展開していくことを目的に開催され、次の 6つ

から構成されます。ジョブフェア、サービス・マーケットプレイス、スタートアップと投資

家によるワークショップ、メイン＆イノベーションステージ、広東・香港・マカオ大湾区 

ステージ、投資家ラウンジ。グランドフィナーレでは、グローバル・スタートアップ・ 

コンペティション（GSC）を勝ち抜いたスタートアップの精鋭たちがピッチを披露します。 

2月 15日  

Ecosystem Summit  

主催：The Mills Fabrica  

 

同イベントは香港を世界のイノベーションラボとして推進、発展させていく方法にフォーカ

スします。パネルディスカッションやラウンドテーブルディスカッションでは、教育及び 

インキュベーションを通じたアントレプレナー人材の育成とイノベーションを通じた企業の

変革についてとりあげます。 
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ご来場のため香港にいらっしゃる皆様には、ご要望に応じて、提携航空会社・ホテル・ 

コワーキングスペースから特別パッケージが提供されます。 

 

詳細についてはこちらをご覧ください： 

 

 
 

チケット・詳細についてはこちら： 
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国際イベント・スケジュール  
 

 

1月 13～14 日 香港 

Asian Financial Forum 

同フォーラムでは、ダイナミックなアジア市場の発展とトレンドについて議論するために、世

界の金融業界およびビジネス界において最も影響力のあるリーダーが一堂に会します。 

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
主催：香港貿易発展局  
 asianfinancialforum.com 
 

 

1月 16日 香港 

クリエイティブ産業、消費財、接客サービス・旅行産業向けビジネスセミナー 

当該セミナーでは、香港における各業界の最新情報を提供します。 

場所：香港 
主催：インベスト香港（招待制） 
 

 

2月 27日 香港 

Asia Trade Summit 2020 

エコノミスト社主催の第 2 回年次アジア・トレード・サミットでは、企業のトップ、域内の貿

易交渉担当者、政策担当者、学識者、経済専門家の方々が一堂に会し、終日、徹底した議論を

行います。 

場所：JW Marriott Hotel Hong Kong 
主催：The Economist Group 
 events.economist.com/events-conferences/asia/asia-trade-summit 

 

 

3月 3 日 香港 

接客サービス・旅行業交流レセプション 

接客サービス・旅行業の企業による香港への貢献に謝意を表すために開催される交流 

レセプションです。 

場所：香港 
主催：インベスト香港（招待制） 
 

 

3月 19日～21日 香港 

Art Basel Hong Kong 

8回目を迎えるアート・バーゼルが、31の国と地域から 244 のトップレベルの国際的な近現代

美術館と共に香港に帰ってきます。世界各国の優れたアーティストの作品が展示されます。 

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
主催：MCH Group Asia Ltd. 
 artbasel.com/hong-kong 
 

 

 

 

 



   5 

 

    
 

 

3月 25日 香港 

クリエイティブ産業交流レセプション 

クリエイティブ産業の企業による香港への貢献に謝意を表すために開催される交流レセプシ

ョンです。 

場所：香港 
主催：インベスト香港（招待制） 
 

 

3月 27日 香港 

Royal Institution of Chartered Surveyors（RICS）  

Hong Kong Annual Conference 2020 

約 500名に上る RICSの専門家、政府当局者、業界関係者、土地・建物・不動産分野のリーダ

ーが、変革のトレンドに関するアイディアや知見を共有すべく一堂に会します。 

場所：Grand Hyatt Hong Kong 
主催：RICS 
 rics.org 

 

 

4月 3 日 香港 

Hong Kong ICT Awards 2020 

同賞は、優れた情報通信技術の発明と応用を称え、より一層の発展を推進します。ビジネスや

社会のニーズに応えるためのクリエイティブかつ優れたソリューションを常に追求する中で、

企業や人々の更なるイノベーションを促します。 

場所：香港 
主導：Office of the Government Chief Information Officer 
 hkictawards.hk 

 

 
 インベスト香港主催行事  

詳細については、www.investhk.gov.hk をご覧ください。 
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特集： 

 

多国籍企業やスタートアップにとって魅力的であり続ける香港 – 

最新の政府調査 

 

インベスト香港と香港政府統計局が実施した「2019 Annual Survey of Companies in Hong 

Kong with Parent Companies Located outside Hong Kong （2019 香港域外に親会社をもつ香

港企業に関する年次調査）」が 2019年 10月に発表されました。調査によると、香港は海外や

中国本土の大手企業のみならず世界中の起業家にとって今も魅力的であり、これらの企業が引

続き香港を拠点として事業を拡大するために活用していることが明らかになりました。 
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スタートアップに関する調査 
 

香港のスタートアップの現場も近年活発化しています。Global Innovation Index 2019 によ

ると、東南アジア、東アジアおよびオセアニアにおける最も革新的な地域として香港は第 3

位に挙げられており、さらに 2019 Global Startup Ecosystem Reportの世界のスタートアッ

プハブとしてトップ 25に新規ランク入りを果たしました。Oddup（香港のスタートアップ評

価プラットフォーム）によると、2019 年のスタートアップへの投資額は 7億 2千万米ドルに

達し、香港には認知されているユニコーン企業が 7社存在しています。 

 

 

 
 

 

フィンテックに関する調査 
 

11月 4日から 8日に開催された The fourth annual Hong Kong Fintech Week には、世界 60

以上の国や地域から 12,000 人以上の来場者が訪れ、250名を超える世界的に著名な講演者、

さらに 150 社超の出展者やスタートアップが参加しました。世界中からユニコーン企業 10

社、さらに 18の国・地域からの代表団が参加し、国際色豊かなイベントとなりました。 

 

インベスト香港の最近のフィンテックに関する調査では、香港にあるフィンテック企業は現

在 600社を超え、このうち 76％が B2B市場に焦点を当てています。これらの企業は、ビッグ

データ、AI、ブロックチェーン、インシュアテック(insurance technology)、レグテック
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(regulation technology)、クレジットテック(credit technology)、ウェルステック(wealth 

management technology)など多様な技術を活用しています。 

 

不安定な世界経済情勢にもかかわらず、香港には地域における戦略的な立地や高度なビジネ

ス・金融都市としての国際的なステータスなど経済活動を支える強固な基盤があります。更

に、広東・香港・マカオ大湾区発展計画および一帯一路構想から生じる新しいビジネスチャ

ンス等、今後も香港は世界的な企業や投資家を惹きつけ続けるでしょう。  
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特集：  

サービス貿易に関する中国本土-香港間の経済貿易緊密化協定（CEPA）の

改正が、香港企業による中国本土での事業拡大を支援 

協定改正により、2020年 6 月 1日に新たな自由化政策が導入され、香港のサービス提供者

（企業・個人）は中国本土での会社設立と事業展開が容易になります。また、この改正によ

り、香港の専門職人材が中国本土で活動するための様々な資格取得も認められるようにな

り、広東・香港・マカオ大湾区（以下、GBA）を含む中国本土市場へ香港の質の高いサービス

が幅広く提供できるようになります。 

 

ハイライト 

 

法律サービス 

 香港と中国本土法律事務所によるパートナーシップにおける香港側の最低出資比率の

廃止 

 香港の法律実務者が中国本土法律事務所の法律顧問として同時に 3カ所まで就任可能

に  

 香港の法律実務者は特定の試験に合格することで、GBA における珠江デルタ 9都市で

法律業務に従事することが可能に 

 

金融サービス 

 中国本土の保険会社によるキャットボンド（大災害債券）の香港での発行を 

サポート 

 業務範囲に関する制限の更なる緩和、資産要件、株式保有規制の撤廃 

 中国本土-香港間のストックコネクトにおける対象商品の拡充  

 

検査および認証 

 中国本土強制製品認証（CCC）制度の下、香港の認証機関が中国本土の指定機関と協

力し、実施する製品の試験における地域制限を撤廃。全ての国・地域で加工・製造さ

れた製品に対する検査の実施が可能に 

 

会議および展示会 

 香港企業は中国本土に企業を設立することなく境界を越えて展示会を開催することが

可能に 

 
観光 

 香港経由で珠江デルタおよび汕頭市に入境する外国人観光客グループのための「滞在

144 時間ビザ免除制度」について出入境審査場及び滞在エリアの拡大 

 
テレビ 

 香港製のテレビドラマおよびテレビアニメの番組放送数制限の廃止 

 番組数および放送時間の制限の緩和 

 

更なる詳細につきましては、以下をご参照ください： 
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特集：  

 

香港独自の特許制度を導入 

香港におけるイノベーションを促し、研究開発を実施する企業を積極的に誘致するため、香

港は新たな特許制度「Original Grant Patent  (OGP) system」を 2019年 12 月 19 日に導入

しました。特許をより速く、簡単に、余分なコストをかけずに登録することを目的としてい

ます。 

 

知的財産局が採用した OGP の下では、発明者は香港で直接特許を申請し、香港の専門チーム

がそのデザインを審査します。OGP は香港独自の特許評価メカニズムを有することに加え、専

門家が発明者に知財保護や商品化についてアドバイスすることができる特許エコシステムを

醸成することに貢献します。 

 

新たな特許制度 

 

新たな制度により、香港で以下の種類の特許出願が可能となりました。 

 

標準特許 - 最長権利期間 20年。以下のいずれかのルートにより出願： 

 今般新たに導入された「OGP」ルート、あるいは 

 中国特許庁、英国特許庁、欧州特許庁のいずれかに特許出願し、登録された特許を香

港で出願する既存の「再登録」ルート 

 

短期特許 - 最長権利期間 8年。既存のルートにより香港で直接出願 

 

短期特許制度の改正点 

 

 短期特許出願は、最大 2つの独立請求項が可能に 

 短期特許権者、あるいは、合理的根拠またはビジネス上の正当な利害関係を有する第

三者は、特許登録官に特許の実体審査の請求が可能に。当該請求は、短期特許につい

ての権利行使をするための前提条件 

 審査済みの短期特許に関連して他者に対して侵害訴訟を提起する者は、提起により不

利益を被った当事者の要請に応じて、対象となる特許を特定するための適切な情報提

供が必要。それを怠った場合、根拠のない侵害訴訟の提起であるとして、不利益を 

被った当事者は救済の権利を得る可能性有 

 

香港において、誤解を招く恐れがある、または分かりにくい特許実務に関連するタイトル／

説明の使用も禁じられます。 

 

これらの新たな取り組みは、香港が知的財産権（IP）の保護を強化するという決意を示し、

長期的にイノベーションおよび知的財産権取引のハブとして香港の発展を促します。 

 
更なる詳細につきましては、以下をご参照ください： 

 

  



   11 

 

    
 

 

インベスト香港顧客紹介  
日本 
 

 

RINGBELL International Company Limited は、いずれも東京に本社を置くリンベル株式会社

と伊藤忠ロジスティクス株式会社が設立した合弁会社です。海外市場向けのカタログギフト展

開は、業界では初の取り組みであり唯一の会社です。 

 

主要事業は、カタログギフトと高級ギフトの予約注文サービスを展開し、日本のギフト文化を

海外へ発信することです。お客様は同社の宅配サービスにより、産地直送で Made in Japan の

上質な果物や農産物、精肉加工品、海産物などを楽しむことができます。海外にいながらにし

て、これまでにない鮮度で日本の味をお取り寄せできるサービスを提供いたします。今後は香

港以外のアジア圏にも事業を拡大していく予定です。 

 

カタログギフト・高級食品の販売 

ringbell-int.com/?ls=zh-HK 
 

 

Sugi Bee Garden（HK）Co., Limited は、熊本県に本社を置く蜂蜜製造・販売会社、株式会社

杉養蜂園の香港支店です。1946年に 3箱の巣箱から始まった株式会社杉養蜂園は、今では国内

最大規模の養蜂会社です。 

 

2017 年に設立された香港支店は、現地店舗とオンラインショッピングサイトを運営し、お客様

のためにショッピングの充実を図っています。杉養蜂園はお客様が自然の恵みを堪能し、健康

的な生活を送れるよう最高品質の蜂蜜をお届けすることを目指しています。 

 

杉養蜂園はさまざまな展示会に出展しながら海外進出を行っています。世界的な養蜂家企業と

して世界各国で人材を採用して積極的に海外販路を開拓し、お客様の美と健康の実現に貢献し

続けています。 

 

蜂蜜、プロポリス、サプリメントの製造・販売 

sugibeegarden.com.hk 
 
 


