
investhk.gov.hk 

 

 

   2018年10月〔季刊版〕

 

2019 StartmeupHK Festival （2019年1月21日～25日） 

「次のトレンド」を明らかに 

香港投資推進局（インベスト香港）は、2019年1月21日～25日まで1週間におよぶ香港のスタート 

アップエコシステムの祭典、StartmeupHK Festivalを開催します。 

香港のスタートアップエコシステムは過去数年間に急速な成長を遂げました。香港には認知されたユ

ニコーン企業が7社あり、その事業分野はロジスティクス、AI、フィンテック、ハードウェア、旅行テクノロ

ジー、そして仮想通貨取引と多岐にわたります。Sensetimeは2014年に香港中文大学の研究者により

創設され、45億米ドルと世界で最も評価額の高いAIのスタートアップ企業です。フィンテックのユニコ

ーン企業WeLabは2018年7月に香港でIPOを申請し、また別のフィンテック企業TNG Walletは2017年

にシリーズAラウンドで1.15億米ドルの資金調達を実現しました。これはフィンテック企業がシリーズ 

Aラウンドで調達した資金額としては、世界で最も大きな調達額の一つです。 

2016年以来、インベスト香港はStartmeupHK Festivalを開催し、確立されたスタートアップエコシステ

ムのみならず、海外の革新的な起業家、投資家、研究者、コミュニティビルダーにビジネスチャンスを

紹介しています。 

 

2019年中核イベントハイライト 

HEALTHTECH O2O 主催：Nexchange  

2019年1月21日 

最先端技術を通じた健康、医療、そしてウェルネス業界の変革の中心となっている専門家等、ヘルス

テックを代表する知識人たちが一堂に会し、意見を交わします。ヘルスケアの提供方法に変化をもた

らしている国際的、地域的なイノベーションについて学び、人類にとって差し迫った種々の問題への

新しい解決策を探ります。 

healthtecho2o.com 
email: mei.tan@nexchange.com 
 

TECH[LIFE]STYLE CONFERENCE 主催：The Mills Fabrica+Startup LaunchPad 

2019年1月22日 

私たちの生活スタイル、働き方、余暇の過ごし方に激的な変化をもたらしている最新のライフスタイル・

イノベーションを探ります。テーマは「living better, living smarter（より良い生活、よりスマートな生活）」

です。ライフスタイル・テクノロジーが日々の生活にどのように織り込まれているのか解き明かします。 

世界的に著名なスピーカーが、現代の社会におけるテクノロジーの役割を説明し、将来のビジョンを

共有します。私たちがよりスマートで、より良い生活を送ることを可能にするテクノロジーをスタートアッ

プ・ビレッジでご紹介いたします。 

email: amy.tsang@themills.com.hk 
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JUMPSTARTER 主催：Alibaba Entrepreneurship Fund  

2019年1月23日–24日 

Alibaba Entrepreneurs Fundによって企画されたこの非営利目的の取り組みでは、すべての起業家と

若者が香港で自身の夢を実現するための後押しとなるプラットフォームを提供します。良質なスタート

アップを紹介し、効果的な人脈形成の機会を提供することに特化したこれまでに類を見ないスタート

アップイベントです。企業同士の引き合わせ、投資家とのマッチング、スタートアップや学生によるピッ

チ、スタートアップ・ビレッジ、助言プログラム、交流会、そして注目の会議にぜひご参加ください。

jumpstarter.hk 
email: gracewong@alibaba-inc.com 
 

RETAIL’S CUTTING EDGE 主催：Inside Retail 

2019年1月23日 

本フォーラムは、将来を担うオンラインおよびオフライン小売業のイノベーターやスタートアップ企業を

対象としています。テクノロジーおよびイノベーションは小売業界において広範囲に及ぶ変化をもたら

しています。人々がブランドに親しみ、製品を選び、製品購入の際の一助としてソーシャルメディアを

利用する方法を形作るため、ディスラプターがいかにテクノロジーを活用しているのかを探ります。ま

た小売業者がどのように新しい方法を取り入れて消費者を評価、分析し、また消費者とコミュニケーシ

ョンをとっているのかを明らかにします。 

email: jasper@octomedia.com.au 

 
THE CONNECTED CITY 主催：KPMG 

2019年1月24日 

Connected Cityは、IoTやデータ・アナリティクスを含む世界各地の様々なスマートシティやテクノロジ

ーにスポットをあてた具体例とともに、次世代の都市生活のためのイノベーションを紹介し、都市の住

みやすさ、実現可能性、持続可能性を高めます。 

email: cynthia.chow@kpmg.com 
 

STARTUP IMPACT SUMMIT 主催：WHub & Zegal 

2019年1月25日 

スタートアップによる、スタートアップのためのイベントです。個別のビジネス・マッチング、国別パビリ

オン、オフィスアワー、就職説明会、スタートアップを顧客対象とする専門サービス企業が出展する

startup services marketplaceをご利用いただけます。 

email: aigul@whub.io 
 

 

 

お問い合わせ先:  

Jayne Chan 

StartmeupHK 部  部長   

Tel: (852) 3107 1014  
email: jchan@investhk.gov.hk 
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国際イベント・スケジュール  
 

10 月 9 日 香港 

日系企業交流レセプション 

日系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） 
 

10 月 23 日 香港 

Creative Industries Networking Reception 

同レセプションは、香港の発展に貢献しているクリエイティブ産業の関連企業に対し、感謝の意を表

するために開催されます。 

場所：香港 
主催：インベスト香港 （招待制） 
 

10 月 24 日 香港 

Listed Enterprises of the Year 2018 

同イベントは、優れた功績を有する上場企業を一般の人々に向けて紹介し、その貢献の認知度の向

上を目的としています。 

場所：香港 
主催：Bloomberg Businessweek/Chinese Edition 
 bbwhkevent.com 
 

10 月 29 日～11 月 2 日 香港 

Asia Video Summit 2018 

同サミットはアジアケーブル衛星放送協会会議（CASBAA Convention）を受けて開催される新しい会

議であり、CASBAA Convention で話し合われた諸々の課題や可能性に取り組むだけでなく、アジア

におけるビデオ業界の現状に最終的な評価を提供することを目的としています。 

場所：InterContinental Hong Kong、Sheraton Hong Kong Hotel & Towers 
主催：Asia Video Industry Association (AVIA) 
 asiavideosummit.com 
 

10 月 29 日～11 月 2 日 香港、深圳 

Hong Kong Fintech Week 2018 

世界初の越境フィンテックイベントであると同時に今年予定されているなかでも最大規模の会議です。

同イベントには、5,000 名を超える経営幹部が出席します。また、アジアおよび世界各地の金融業界

において技術革新の推進により金融サービスの未来を形作っている世界トップのフィンテック企業創

業者、投資家、規制当局、研究者らが 100 名以上参加します。 

場所： 香港、深セン 
主催：インベスト香港 
hongkong-fintech.hk/en/events/hkftw18.html 
 

11 月 1 日 東京 

Think Global, Think Hong Kong 

同イベントでは、主要シンポジウム、経営幹部によるディナー、様々な業種別分科会を中心に、香港

や各国の事業団体を招いて活気に満ちた世界市場の展望と動向について議論を交わします。 

場所：ホテルニューオータニ 
主催：香港貿易発展局 
 hktdc.com/ncs/tgthk2018/en/main/index.html 
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11 月 12～13 日 香港 

The New York Times International Luxury Conference 

ニューヨーク・タイムズの主催で毎年 International Luxury Conference が開催されます。同会議には世

界の著名 CEO、政策立案者、起業家、セレブリティ、そしてオピニオンリーダーが香港に集います。 

場所：Intercontinental Hong Kong 
主催：The New York Times 
 nytluxury.com 
 

11 月 18～24 日 香港 

Hong Kong Maritime Week (HKMW) 

第 3 回目の HKMW では、国際海事センターとして引き続き香港を前進させていきます。この 1 週間で

取り扱うテーマは海運・海事、船舶金融、海事法および仲裁、海上保険、船舶管理、海事技術、港湾

およびロジスティクス、海事教育やキャリアなど様々です。 

場所：香港 
主催：香港海運港口局 
共催：香港船主協会および香港海事博物館 
協賛：香港貿易発展局およびインベスト香港 
 hkmw.hk 
 

12 月 3～8 日 香港 

Business of Design Week (BODW) 

BODW は、2002 年以来毎年開催されているデザイン、イノベーション、ブランドに関するアジアの主要

イベントです。ビジネスリーダーおよびクリエイティブリーダーに、意見交換、ネットワーキング、新規取

引先開拓等、貴重なプラットフォームを提供します。 

場所：Hong Kong Convention and Exhibition Centre 
主催：Hong Kong Design Centre 
 bodw.com/en/ 
 

12 月 11 日 香港 

Annual Global Community Reception 

同レセプションは、香港の発展に貢献する中国本土および海外企業に感謝の意を表するために開催

されます。 

場所：香港 
主催：インベスト香港 （招待制） 
 

 
 インベスト香港主催行事  

詳細については、www1.investhk.gov.hk/events をご覧ください。 
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特集： 

 

香港における地域統括本部の設置 

 

香港は、多国籍企業やスタートアップ企業を含むあらゆる規模の企業にとってビジネスを展開するの

に魅力的な場所です。2017 年、香港は海外直接投資先として世界第 3 位に位置付けられました。 

 

企業はさまざまな理由から香港への進出を選択しています。香港という国際ビジネスセンターにおけ

る地元および国際的な顧客基盤により、企業は自社の製品またはサービスの評価を確認することがで

きます。企業は香港を足掛かりに大中華圏やアジア太平洋地域の市場へのアクセスの良さを活用し、

事業をさらに拡大しています。近年の世界の経済成長の原動力と考えられているこれらの地域は、世

界人口の約半分を有し、香港からわずか 5 時間以内のフライトで到達することが出来ます。 

 

香港は金融コンサルティング、デューデリジェンス、ブランディング、法的助言、タックスプランニング、

リスク管理など、幅広いビジネス・専門サービスを提供し、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国との自

由貿易協定（FTA）の活用等も含め、企業による海外事業展開を支援します。 

 

海外支社が複数ある場合、コストを管理しながら事業拡大を促進することを可能とする地域統括本部

（RHQ）の設置場所を選択することが不可欠となります。香港はまさに最適な場所です。香港の経済

自由度は世界一であり、法の支配と知的財産保護、資本と情報の自由な流れ、そして安全な投資環

境等、低税率かつシンプルな税制とともに、非常にビジネスフレンドリーな環境が整っています。香港

の高い生産性と効率性は世界中で広く知られており、これは RHQ にとって極めて重要です。また、国

際的な物流・貿易センターとして香港は広東・香港・マカオ大湾区、中国本土、ASEAN 諸国、そして

一帯一路周辺諸国におけるグローバルサプライチェーンマネジメントソリューションを含む高度な物流

サービスを提供することができます。 

 

国際的な人材の宝庫 

 

香港の豊富な国際人材プールを利用して、グローバルな経験を持つ人材を確保することも容易です。

香港政府は、優秀な人材、起業家、専門家が香港で働くための様々な受入れスキームを設けていま

す。海外および中国本土の起業家と専門家は、事業分野の制限がない一般就業政策（General 

Employment Policy）の下で就労ビザを申請することができます。 

 

最近政府は、適格な技術企業および研究機関が研究開発業務を担う海外や中国本土の技術人材の

迅速な採用を支援する科学技術優秀人材入境計画と、博士修了者、一人あたり 32,000 香港ドルの

月々の手当を提供する博士専門人材ハブプログラムを開始しました。 

 

香港は非常に暮らしやすい都市です。息を呑むような自然の風景、一流のエンターテイメント、グロー

バル・ネットワーク、そして国際水準の教育機関を備えた安全な国際都市であり、これにより人材の募

集や確保がより容易になっています。 

 

懐の深い資本市場 

 

指揮管理に加えて、RHQ の重要な役割の 1 つは、会社のキャッシュポジションを管理し、支払処理を

行い、金融機関との関係構築をする財務統括拠点(Corporate Treasury Centre: CTC)としての機能を

果たすことです。企業の CTC を香港に移転することは、国際金融センターの恩恵を享受できるだけで

なく、香港政府によるグループファイナンス事業向け優遇税制を受けることができます。グループファ
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イナンス事業においては、事業所得税の算出にあたり、支払利息の損金算入を認め、特定の財務活

動に対する事業所得税を 50％軽減し、8.25％としています。 

 

また香港の魅力をさらに高めるため、香港に登記している企業すべてを対象とする 2 段階の事業所得

課税制度を導入しました。課税所得の最初の 200 万香港ドルまでの税率は 8.25％に留め、200 万香

港ドルを超過する課税所得に対しては従来どおり 16.5％となっています。 

 

多くの国際機関投資家が参加し活況を呈する香港の資本市場は、株式や社債への需要が高く、それ

により上場企業の評価が引き上げられています。香港は、新規株式公開が盛んで、上場企業の更な

る資金調達に十分に対応できるだけの持続可能性をも備えた最高の資金調達市場です。香港に上

場することで、当該地域におけるブランドの認知度の向上、事業拡大や M&A の資金を現地通貨で調

達することが可能になります。これらはRHQを香港に移転する理由、また香港証券取引所に上場する

ことが有益である理由の一部に過ぎません。企業は更に、資金調達の源泉として精力的に活動する

国際的なエンジェル投資家、ベンチャーキャピタルおよびプライベートエクイティコミュニティにアクセ

スすることができます。 

 

つまり、香港はあらゆる企業にとって RHQを設立するのに最適な場所なのです。様々な文化と人種が

豊かに交り合い、世界で最も経済自由度の高い香港は、世界で最も国際的な都市のひとつであり、ま

た中国本土への玄関口としての役割を果たすユニークな立場にあります。 
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特集： 

 

才能ある人材に門戸を開く香港 

 

有能な人材を集めて香港を付加価値の高い多様性のある経済圏へ発展させるため、香港特別行政

区（HKSAR）政府は 2018 年 8 月、初となるタレントリスト（人材一覧）を発表しました。 

 

リストは現在、経済発展に向けて香港が中短期的に最も必要としている 11 の職種および人材で構成

されています。 

 

 

タレントリストに含まれる 11 の職種 

     

 廃棄物処理のスペシャリスト 

 資産管理の専門職 

 海上保険の専門職 

 アクチュアリー（保険数理業務の専門職） 

 フィンテックの専門職 

 データサイエンティスト、サイバーセキュリティーのスペシャリスト 

 イノベーション＆テクノロジーの専門家 

 船舶設計士 

 造船技師、船舶監督官 

 クリエイティブ産業の専門職 

 紛争解決の専門職とその処理にあたる弁護士 

 

 

これらの職業に該当する人材は優秀人材入境計画（The Quality Migrant Admission Scheme / QMAS）

に基づき、年間 1,000 人の現行の定員枠内で、移民促進制度に申請する資格があります。申請が認

められる場合、香港での就職先を事前に確保する必要はありません。リストにある職業の諸条件を満

たす人には、General Points Test（総合評点制度）でボーナスポイントが与えられます。 

 

タレントリストに含まれていないその他の業種・部門の移住希望者で、各制度の資格基準を満たす場

合には、QMAS およびその他の入国制度に申請するようお勧めします。例えば、科学技術優秀人材

入境計画（Technology Talent Admission Scheme／TechTAS） は 3 年の試験的制度であり、資格のあ

るテクノロジー企業／機関に対し、地元の出身ではない技術系の人材が香港で研究開発（R&D）業務

を行うのを認めるための手続きを迅速に行います。資格のあるテクノロジー企業／機関は、まず定員

枠の申請を行う必要があります。技術革新・科学技術委員会（Innovation and Technology Commission 

/ ITC）から定員枠を割り当てられた企業／機関は、資格のある人材が 6 カ月間の定員有効期間内に

ビザ（査証）／入国許可の申請を行うためのスポンサーになることができます。同時に、技術関連業務

で新しい従業員を現地採用するという条件を満たさなければなりません。 

 

詳しい情報は talentlist.gov.hk をご覧ください。 
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進出事例 

 

 

 

 

“香港でなら、ONE East Asia はこの地域が持つ優位性を存分に活用し、 

あらゆる機会に実力を発揮することができるでしょう。” 
 

ONE East Asia Limited 

マネージングディレクター兼東アジア地域統括責任者 

水上俊一郎氏 

 

 

 

 

 

Hong Kong is the ONE 

日本の海運会社３社による合弁企業が、香港に東アジア統括拠点を設立 

 

日本の大手海運会社３社（川崎汽船株式会社、株式会社商船三井、日本郵船株式会社）が合弁会

社「Ocean Network Express (ONE) 」を設立し、2018 年４月１日より営業を開始しました。 ONE East 

Asia のマネージングディレクター兼東アジア地域統括責任者 水上俊一郎氏によれば、この決断には

様々な要因が影響したといいます。 

 

必要は発明の母 

 

「2016 年 10 月に川崎汽船株式会社、株式会社商船三井、日本郵船株式会社はコンテナ船事業の統

合を発表したのですが、あの合併の決断は、貨物需要が低迷する中、大型船の供給過剰により需給

バランスが崩れ、コンテナ運賃がかつてないほど下がるという、業界にとって厳しい状況を受けたこと

によるものでした。ほとんどのコンテナ海運会社が、不安定なビジネス環境による損失に苦しんでいた

のです。川崎汽船株式会社、株式会社商船三井、日本郵船株式会社の３社も、コストを削減し、事業

を立て直すべく努力していましたが、個々でできることには限界がありました。」 

 

「さらに、グローバルアライアンスに参加し続けるためには、一定以上の事業規模が必要でした。こうし

た事情の中で３社は、高品質で安定した顧客重視のサービスを市場に提供するため、コンテナ船事

業を統合することにしたのです。2018 年より、ONE は世界中のお客様にスムーズで安定したサービス

を提供致します。」(水上氏) 

 

グローバルプランの中で重要な役割を担う香港 

 

グローバルに開かれた国際的海運センターである香港は、一路一帯構想と粤港澳大湾区構想を礎に

多くの機会と無限の可能性を提供することができます。 

 

香港に設立されたONEの東アジア統括拠点は、複雑なプロジェクト貨物を扱うのに長けたチームを保

有し、世界各地に広がる他の地域統括拠点と手を携えながら、主要取引先への対応やプライシング

機能に重要な役割を果たしています。 
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同社が東アジアの拠点として香港を選んだのには、戦略的に有利と見られる数多くの要因、特に海

運拠点としての評判のよさが決め手となりました。香港は世界トップクラスのインフラを備え、かつ中

国本土に隣接していることから、国際貨物船の重要な寄航港となっています。 

 

ONE は 85 以上の航路でサービスを提供、100 か国 200 港以上に就航しています。香港では 25 以

上の直接寄港を行っています。 

 

水上氏は香港を、東アジアの輝く宝石のようだと考え、「香港でなら、ONE East Asia はこの地域が持

つ優位性を存分に活用し、あらゆる機会に実力を発揮することができるでしょう。」と述べています。 

 

香港における東アジア統括拠点の開設は準備期間が短かったにもかかわらず、比較的楽に進んだ

そうです。主要社員の就労ビザの確保など、インベスト香港による支援を高く評価していただきまし

た。 

 

コンテナ海運の新しい模範 

 

香港およびその他の海外統括拠点ともに、ONE はハイブリッドクラスの新しい海運会社として、巨大

海運会社とも、ニッチプレーヤーとも違うサービスを顧客に提供することを目指しています。 

 

「弊社は、メガキャリアとしての地位にはあまり関心がありません。弊社の将来で大事なのは単に大き

いだけではなく、『生き残るのに程よく大きく、ケアが行き届くのに程よく小さく』ということなのです。」

(水上氏) 

 

 

 

ONE East Asia Limited  

 

 川崎汽船株式会社、株式会社商船三井、日本郵船株式会社が、新しく合弁会社「Ocean 

Network Express (ONE) 」を設立、2018 年４月１日より営業を開始しました。 

 同社の東アジア地域統括拠点は、2017 年７月、香港に設立されました。 

 ONE は 85 以上の航路でサービスを提供、100 か国 200 港以上に就航しています。 

 

one-line.com 
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インベスト香港顧客紹介  
日本 
 

株式会社アイスタイルは 1999 年に設立された化粧品のクチコミサイトおよびセレクトショップを運営す

る東証一部上場企業です。同社は＠cosme のクチコミデータベースやユーザーの行動履歴などの分

析結果を基に、顧客のニーズを追求し、ウェブサービスの KPI の考え方を導入したコスメセレクトショッ

プを展開しています。2007 年に新宿にオープンした店舗を皮切りに、現在国内 25 店舗、海外 6 店舗

を運営しています。2018 年 6 月 8 日には香港に＠cosme store 第一号店をオープンし、同都市を軸に

グローバル市場における＠cosme ブランドの浸透・確立を目指します。同店は観光客のショッピングス

ポットとして大変人気のある尖沙咀（チムサーチョイ）に位置し、日本の人気化粧品を幅広い商品ライ

ンアップで提供します。 

 

産業部門：コスメのクチコミサイトおよびセレクトショップ運営 

istyle.co.jp 
 

 

KOMPAS は、日本人建築士の小室舞氏が 2017 年に香港(KOMPAS HONG KONG LIMITED)と東京

（KOMPAS JAPAN 株式会社）に設立した国際的な建築デザインスタジオです。小室氏は同社設立以

前、数々の受賞歴に輝くスイスの建築事務所 Herzog & de Meuron のバーゼルおよび香港オフィスに

勤務し、西九龍文化地区の M+ Museum のデザインなどの多くの国際的なプロジェクトを担当しまし

た。 

 

同社は世界中場所を問わず、家具から都市に至るまで幅広いスケールでの建築および空間デザイン

を専門としており、特に公共空間やアートスペースのデザイン業務の豊富な経験を強みとしています。

KOMPAS のデザインへのアプローチは、施主のビジョンを共有してプロジェクトの場所性や固有性を

調査・把握することから始まり、関係者との緊密な対話や素材・構法などへの緻密な検討を経て、時代

に流されない付加価値を持ったそこにしかないデザインを生み出します。 

 

産業部門：建築デザイン 

kompas-arch.com 

 

 


