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アジア・グローバル・フィンテックイベント 

香港フィンテック・ウィーク2019 （2019年11月4日～8日） 

 

香港フィンテック・ウィーク2019は、フィンテックの専門家、投資家、起業家や著名な 

スピーカーと出会うことができるまたとない機会です。バーチャルバンキング（仮想銀行業）、

InsurTech(インシュアテック)、広州・香港・マカオ大湾区におけるフィンテックの 

ビジネスチャンス等、最新動向を探りに是非、ご来場ください。 

2019 年の主要トピック 

 RegTech（レグテック）、SupTech（スプテック）とサイバーセキュリティ 

 資産運用と投資 

 InsurTech（インシュアテック） 

 オープン API 

 支払 

 人材と文化 ― 変革 

 ファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂） 

 広州・香港・マカオ大湾区における協力 

プログラムのハイライト 

11月 4日～5日  香港 

Fintech Innovation Lab の視察および Education Day のイベント 

11月 6日～7日  Asia World-Expo  

メイン・カンファレンス 

主なトピック： 

 香港におけるフィンテック・エコシステム 

 デジタルペイメント 

 金融におけるブロックチェーンの活用 

 仮想銀行モデル 

 WeathTech（ウェルステック） 

 InvesTech（インベステック） 

 InsurTech（インシュアテック） 

 信用スコアと融資 
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11月 8日  深圳 

深圳における企業視察 

企業視察、プレゼンテーション、ビジネス交流会を通じて、参加者は中国本土の革新的な 

テクノロジー企業についてより深く知ることができます。 

政府の後押し 

香港は、フィンテックの分野において東洋と西洋の架け橋として繁栄してきました。大規模

な金融セクターを有し、多くの多国籍企業のアジアにおける地域統括拠点を擁することか

ら、香港はアジアへの参入を目指すフィンテック企業のプラットフォーム、かつ国際展開を

模索する中国本土のフィンテック企業の発射台としての役割を果たしています。香港政府は

以下のような多くの新たな取り組みを実施しています。 

 即時決済システム（FPS） 

 共通 QRコード 

 バーチャルバンキング（仮想銀行業） 

 議決権種類株上場に関する新たな規則 

 貿易金融におけるブロックチェーンの活用 

 オープン API 

 保険会社に対するファストトラック審査 

 テクノロジー人材入境計画により技術者に対して 1,000件のビザを発行 

一方、インベスト香港および Alibaba Entrepreneurs Fund は、JUMPSTARTER Global Pitch 

Competitionの中で、初の Fintech Hong Kong Global Competitionを立ち上げました。これ

により、世界各地に広がるフィンテック・エコシステムをつなぎ、革新的なフィンテック 

スタートアップの香港への誘致を目指します。コンペティションの準決勝は、ロンドン、 

トロント、サンフランシスコ、クアラランプール、深圳、香港で行われ、決勝は Hong Kong 

FinTech Weekにて開催される予定です。 

専任のフィンテックチーム 

インベスト香港では、香港にフィンテックの専門チームを立ち上げ、中国本土、ロンドン、

サンフランシスコにも担当者を配置しています。トップクラスの革新的なフィンテック企

業、スタートアップ起業家、投資家、その他ステークホルダーを世界中から香港に呼び 

込み、香港での足場作りを支援します。同チームは、事業立上げ準備（事務所探し、ビザ 

申請、銀行口座の開設）、規制当局への紹介、人脈作り、PRやマーケティングの支援など、

実務に即したアドバイスと情報を提供します。 

 

Hong Kong Fintech Week についての最新情報と詳細については、www.fintechweek.hk をご覧

いただくか、以下のインベスト香港の SNS をフォローしてください。 
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特集： 

 

InnoPortal（イノポータル）－政府に革新的なテクノロジー 

ソリューションを提供するスタートアップを支援 

 

香港政府は、多様な政府サービスへの新しいテクノロジー導入を長期にわたって促進していま

す。電気・機械サービス局（EMSD）と政府最高情報責任者弁公室（OGCIO）が、その 

イノベーションの推進役として任命され、革新的な電気・機械（E&M）ソリューションや 

情報技術（IT）ソリューションの政府内での導入にそれぞれ取り組んでいます。 

 

EMSD は 2018 年 3月に、オンラインプラットフォームである「E&M InnoPortal」を立ち上げま

した。これは、2017 年のイノベーションと科学技術（I&T）の発展に関する施政方針演説を背

景としています。 

 

「E&M InnoPortal」は、政府機関や公共機関が新しいテクノロジーを活用してサービス強化の

機会やソリューションを見いだすのを支援します。一方で、大学や、I&Tを手掛けるスタート

アップ、中小企業（SME）は、政府の施設をテストの場として活用して製品の実地試験を行うこ

とができ、自らのソリューションを改良したり効果を実証したりすることができます。 

 

実地試験が完了すると、大学、I&Tスタートアップ、中小企業は、EMSD から客観的かつ公平な

成果報告書を受け取ります。これにより、他のステークホルダーがこれらのソリューションを

試したり取り入れたりする際に参照でき、結果としてそのソリューションの活用範囲を一層広

げるのに役立ちます。EMSD は、2018 年 9月に本部ビル内に 「E&M InnoZone」 を開設し、 「E&M 

InnoPortal」を利用して生まれた I&Tソリューションや製品を展示しています。 
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2019 年 7月末現在、180件以上の I&T関係の要望が「E&M InnoPortal」を通じて提出されま

した。一方、有望な I&Tソリューションも 130件以上蓄積されています。その革新的テクノ

ロジーは多岐にわたり、人工知能と情報分析、エネルギー効率と再生可能エネルギー、エネ

ルギー貯蔵と伝送、ロボット応用などがあります。I&T の実地試験は 50件以上が実施されて

います。要望と提案が合致したプロジェクトの総額は約 3,500 万ドルで、様々なテクノロジ

ー分野にわたっています。 

 

EMSD はまた、「I&T days」と呼ばれる会議やセミナーを開催しています。これらのイベントに

は、大学、スタートアップ、研究機関などの I&T関係者が招待され、政府機関や公的機関、E&M

業界に、自社の I&Tソリューションを紹介して、ソリューションのコラボレーションや試験運

用の機会を探ることができます。最近では 2019年 6月 11日と 8月 6日に「I&T days」が開催

され、参加者はそれぞれ 300 名および 600 名を超えました。今後、「I&T days」はさらに頻繁

に開催され、コラボレーションの機会がますます求められていくでしょう。 

 

Smart Government Innovation Lab 

 

EMSD の「InnoPortal」に加えて、OGCIOは 2019年 4月に「Smart Government Innovation Lab」

を設立し、政府部門と IT 部門、特にスタートアップや中小企業を結び付けるためのプラット

フォームを提供しています。同ラボは、政府部門が産業界のイノベーションや技術ソリューシ

ョンを活用し、公共サービスの質と効率を高めるための革新的な手法を整備できるよう支援す

るものです。 

 

さらに、政府は 2018 年の施政方針演説に沿って、政府のサービス調達における 

イノベーション促進策を 2019 年 4 月に公布しました。この政策では原則として入札者の 

経験・実績は必須要件として定めず、技術評価の重要性が高まりました。つまり、革新的 

な 提 案 を し た 入 札 者 は 、 政 府 と の 契 約 を 獲 得 す る 可 能 性 が 高 く な り ま す 。 

 

「E&M InnoPortal」や「Smart Government Innovation Lab」、政府のサービス調達における

イノベーション促進政策は、研究開発成果の商業化を促進する多くのイニシアティブや支援ス

キームの一環です。同時に政府部門や公共機関が新技術の適用を通じて優れた I&T 

ソリューションを見いだすことを手助けします。こうした取り組みによって、スマート 

シティーの発展を促進します。 

 

政府は、これまでの進捗を踏まえた上で、従来の施策の強化・充実を図るとともに、特に 

スアートアップや中小企業にとって一層ビジネス・フレンドリーな施策を導入していく方針 

です。 
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国際イベント・スケジュール  
 

 

10月 11日～12日 香港 

Food’s Future Summit 2019 

本イベントでは、専門家や意識の高い消費者による講演、ディスカッション、展示を提供しま

す。また、料理や食品の世界における持続可能な食品エコシステムを作り上げることを目的と

しています。 

場所：Asia Society Hong Kong Centre 
主催：Foodie Group  
 foods-future.com 
 

 

10月 18日 香港 

CIETAC’s Inaugural Greater Bay Area Summit 

本サミットでは、香港・マカオ・広東省の複合的な利点の活用に向け、紛争解決専門家、政府、

ビジネス界のリーダーが、どうしたら協力を深められるか、手段を探ります。 

場所：Hong Kong Ocean Park Marriot Hotel 
主催：China International Economic and Trade Arbitration Commission （CIETAC）  
 hkarbitration.files.wordpress.com/2019/08/cietacs-inaugural-greater-bay-area-summit-english-1.pdf 
 

 

10月 24日～25日 香港 

AUSTRIA CONNECT Greater China 2019 

この年次カンファレンスでは、アジアや世界においてビジネスを行うオーストリア企業にとっ

て、中国の変貌する環境がもたらすであろう新たな機会や課題について焦点を当てます。 

場所：Hong Kong Ocean Park Marriot Hotel 
主催：Advantage Austria Hong Kong 
 advantageaustria.org/cn/events/AustriaConnect_Greater_China_2019.en.html 

 

 

10月 30日 香港 

The Future of Trade – an Asia House Conference 

政府、ビジネス、学術界、メディアの主要人物が、様々な業界の代表とともに貿易の未来を形

作る原動力について探ります。 

場所：Hong Kong Stock Exchange 
主催：Asia House 
 asiahouse.org 

 

 

11月 4日～8日 香港、深圳 

Hong Kong FinTech Week 2019 

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、アジアおよび世界各地の金融業界において技術革新を推進し、金

融サービスの未来を形作っている人々が集結します。 

場所：香港、深圳 
主催：インベスト香港 
 hongkong-fintech.hk/en/home.html 
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11月 5日～8日 香港 

32nd LAWASIA Conference 

この年次大会は、アジア・太平洋地域の法曹界のリーダー、法曹専門家、法曹団体および法律

家が一堂に会するプラットフォームであり、地域における法律の発展の議論を促進することを

目的としています。 

場所：JW Marriott Hotel Hong Kong 
主催：LAWASIA、The Law Society of Hong Kong 
 lawasia2019.com 
 

 

11月 6日～9日 名古屋 

メッセナゴヤ 2019 

日本および海外からの出展者が製品やサービスを紹介する総合展示会です。インベスト香港は

同イベントにおいてブースを出展します（ブース No.3B-122-1）。 

11月 8日（金）10：20-11：20、同イベント内グローバルセミナーにて、香港のイノベーショ

ンと科学技術について担当部長が講演します。 

場所： ポートメッセなごや（愛知県名古屋市） 
主催：愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所 
 messenagoya.jp 

 

 

11月 17日～23日 香港 

Hong Kong Maritime Week （HKMW） 

4回目となる HKMW では、多様で楽しいイベントを数多く展開し、香港の海事産業を１つの強固

な産業クラスターとして紹介し、香港が海事事業を行う上で望ましい拠点であることを広くお

知らせします。 

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

 

 

11月 21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） 
 

 

12月 2日～7日 香港 

Business of Design Week（BODW） 

BODW では、世界的に傑出したデザイナーや業界で大きな影響力を持つ人を香港に招き、 

ビジネス界とクリエイティブ業界のリーダーがアイデア交換、人脈作りや新たなビジネス機会

の追求を行う上での価値ある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 
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12月 12日 香港 

Annual Reception 

中国本土企業や海外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） 
 

 
 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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インベスト香港顧客紹介  
日本 
 

 

京都に拠点を置く FHAMS は、2001 年に大学の友人 3 が中心になって設立されました。限られ

た予算で小規模なインテリアデザインのプロジェクトに取り組み、施工も自分たちで行いまし

た。2005年に事務所を京都の町家から 3階建てのビルに移転し、2008年に自社の工場を完成、

翌年には東京事務所を開設しました。事業展開する市場を拡大するため、2019 年に FHAMS香港

事務所を設立しました。 

 

同社は、様々なタイプや規模のプロジェクトに取り組んでいます。具体的には、レストランや

ホテル、小売店などのインテリアデザインのほか、住宅やオフィスビル、工場の建築設計、 

さらに家具のデザインやインテリア装飾などです。 

 

FHAMS は、京都と香港の両文化の下でプロジェクトに取り組みながら、香港において国際的な

ビジネスチャンスを追求するだけでなく、香港というゲートウェイの先にある世界展開を目指

しています。 

 

建築設計、内装設計 

fhams.com 
 

 

カイハラ・インターナショナル株式会社（KIC） は、広島に本社を置く日本のデニムメーカー、

カイハラ株式会社の子会社です。同社は 2019 年に設立され、香港で長期にわたる現地の 

ビジネスパートナーから事業を引き継ぎました。KICは、伝統とイノベーションを融合した日

本のカイハラデニムを、香港の営業・マーケティング拠点を通じて主に米国や欧州の市場に販

売しています。今後、現地拠点を通じて販売チャネルをさらに拡大していきたい考えです。KIC

は現在、8人の現地スタッフを雇用しています。 

 

デニムの製造・販売 

www.kaihara-denim.com 
 

 

メディコンセンは、ブロックチェーン技術を利用して保険および金融業界に革新的なソリュー

ションを提供します。中国本土やインド、香港で、広く知られている様々なイノベーション＆

テクノロジーのコンペティションで認められてきました。メディコンセンは、もともと保険会

社のエグゼクティブ、シリアルアントレプレナー、上級プログラマー、投資銀行員等であった

同社スタッフの専門知識や、規制の理解、技術のノウハウを統合し、初のブロックチェーンを

基盤とした医療エコシステムを立ち上げました。同社はこのシステムによって、保険会社や医

療ネットワーク、医師および一般顧客向けにスムーズな医療費の請求処理を提供します。 

 

インシュアテックとフィンテック 

mediconcen.com 
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scoutAsia は、フィナンシャル・タイムズ・グループと日本経済新聞社が提供する企業データ

およびニュース・サービスです。東アジア、南アジア、ASEAN の 20か国以上に広がる 70万社

を超える企業に関する最新のデータ、ニュース、および関連情報を購読者に提供します。

scoutAsiaのデータベースを利用すれば、気になる企業のプロフィールや背景分析を継続的に

入手することが可能になります。 

 

scoutAsia を販売する「日経ＦＴスカウトアジア社」は香港オフィスに加え、東京とロンドン

にもオフィスを開設し、世界中のユーザーをサポートしています。scoutAsia により創出され

る新たな事業機会をパートナーや顧客と共有したいと考えています。 

 

ニュースおよびデータ・サービス 

www.scout.asia 
 

 

スシローは 1984 年に設立された人気の回転寿司チェーンで、国内外に 530 以上の店舗があり

ます。毎日 41 万人以上の人々に、100 種類以上の寿司とおいしい料理を提供しています。 

スシローは日本における回転寿司業界のリーディングカンパニーとして、顧客第一を常に考え

ています。食材を厳選し、ネタの鮮度管理を徹底し、また新レシピも開発して顧客に質の高い

和食を提供するとともに、テクノロジーを活用してサービス水準の向上に努めています。 

 

香港は文化的に多様な大都市であり、食の楽園です。スシローは 2019 年 8 月に香港に 1 号店

をオープンしました。世界各国からの顧客に、最高の寿司や日本料理を手頃な価格で提供した

いと考えています。 

 

寿司チェーン 

www.facebook.com/SUSHIROHONGKONG/ 


