香港特別行政区政府 行政長官 曾蔭権 （ドナルド・ツァン）
来日記念 特別シンポジウム
“” “think GLOBAL think HONG KONG” 国際化へのパートナー: 香港
2012 年 5 月 17 日（木） 09:15-18:00 帝国ホテル大阪
主催: 香港貿易発展局
共催: 独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構

協力: 大阪商工会議所

*全国より数多くの団体様にご後援頂いており、後援団体一覧については、下記リンクをご参照ください:http://www.thinkglobalthinkhk.com/

2011 年、世界を震撼させた震災の発生は日本産業の強さと国際的影響力の大きさを改めて浮き彫りにする一方
で、香港財界の日本市場への関心度を高める結果をもたらしています。香港経済はこの 20 年間で飛躍的な成長を
遂げており、NIES の一翼から、今や中国及び世界市場への玄関口として一級国際都市へと生まれ変わっています。
そして、香港がロンドンやニューヨークを抜いて世界 1 位の金融センターに躍り出た事実は、世界経済の重心が変化し
ていることを意味しています。これまで欧米への輸出依存で支えられてきたアジア経済は、内需拡大を志向し、経済的
に自立することで世界経済を牽引する役割を担う立場となりました。イノベーションに力を発揮する日本と金融に強い
香港の協力関係は、今後アジア経済推進の重要な原動力になることが見込まれています。本イベントは、新たな日
本・香港のビジネス連携を創出すべく、最新の香港情報を大々的に発信、メイン・シンポジウム、分科会、香港企業
との商談会、専門家による個別相談会で構成される充実した内容となっておりますので、皆様奮ってご参加下さい。
メイン・シンポジウム／各分科会プログラム *すべてのプログラムは参加無料・同時通訳付きです。 (敬称略、変更の可能性があります。)
メイン・シンポジウム 09:15-12:20 (募集人員: 500 名)
【MS-O1】
■ 開会挨拶
香港貿易発展局 会長 蘇澤光 (ジャック・ソー)
■ 基調講演 1 香港特別行政区政府 行政長官 曾蔭権 (ドナルド・ツァン)
■ 基調講演 2 大阪府 知事 松井一郎
■ 基調講演 3 兵庫県 知事 井戸敏三
■ 基調講演 4 大阪商工会議所 会頭 佐藤茂雄
■ パネルディスカッション
「香港:グローバルビジネスのパートナー」
クラウン・ワールドワイド・グループ 会長 ジェームズ・E・トンプソン
「成長し続ける中国:第 12 次 5 ヵ年計画」
J. P. モルガン・チェース・バンク中国 CEO 方方
「香港から世界へ: 中国企業の展望」
中国国際金融有限公司 CEO 朱雲来
新希望勇断有限公司 会長 劉永好
「日本企業による香港を活用した事業展開」
伊藤忠商事株式会社 理事 桑山信雄
大幸薬品株式会社 代表取締役社長 柴田仁
コーナン商事株式会社 取締役上席執行役員 荒川春子
■ 閉会挨拶
香港・日本経済委員会委員長／香港中華総商会会長／新華集団総帥 蔡冠深 (ジョナサン・チョイ)

分科会 1 日本ブランド対中／アジア輸出 14:00-16:10 (募集人員: 150 名)

【OS-01】

本分科会では、主に対中／アジア輸出に際してのブランド戦略や香港パートナーとの連携による中国事業の包括的展開等につ
いて、日本企業と香港企業のトップマネジメントの方々から経験を通じた生の声が伺えます。
■ 開会挨拶
香港貿易発展局 副総裁 方舜文
■ 来賓挨拶
農林水産省 食料産業局長 針原寿朗
■ パネルディスカッション - 「中国／アジア市場開拓への効果的なマーケティング手法」
<日本>
<香港>
イオングループ (調整中)
毛織創新・設計協会 名誉会長 姜炳蘇
重光産業株式会社 取締役広報室長 重光悦枝
大昌行集団有限公司 行政総裁 谷大偉
其士国際集団限公司 執行董事 周維正
■ 講演 1
「香港を経由した中国進出のマーケティング成功事例」
漢威營銷傳播集團 主席兼首席執行官 陳一枬
■ 講演 2
香港輸出信用保険局 理事 黎衍平

分科会 2 制度インフラ(国際税務／法務) 14:00-16:30 (募集人員: 150 名)

【OS-02】

本分科会では、香港・日本・中国における法律、税制、仲裁、会計等に亘り、制度インフラに精通している弁護士や会計士等
専門家の方々に、香港・日本租税協定や最新制度情報等について、ご講演頂きます。
香港弁護士会 会長 何君堯
■ 開会挨拶
中小企業基盤整備機構 理事長 前田正博 (調整中)
■ 来賓挨拶
「商事紛争解決における香港の役割」 - 法朗克弁護士事務所 顧問 王桂壎
■ 講演 1
「知財保護リスクヘッジとしての香港の活用」 - 彭燿樟弁護士事務所 パートナー 彭韻僖
■ 講演 2
「香港法人設立について」 - 的近弁護士事務所 顧問 倪廣恒
■ 講演 3
「香港の税制及びメリット」
■ 講演 4
アーンスト・アンド・ヤング ジャパン・ビジネス・サービス 公認会計士(日本、香港、米国) 重富由香
■ パネルディスカッション - 「香港の制度インフラを活用した中国ビジネス」
モデレーター: 美邦弁護士事務所 パートナー 葉禮徳、簡家驄弁護士事務所 パートナー 武藤錬太郎 (調整中)

分科会 3 技術産業:拡大する対中輸出機会
(環境保護技術、製造技術、自動化技術)

14:00-17:10 (募集人員: 150 名)
17:10-18:00 懇親会

【OS-03】

本分科会では、「香港が導く、環境保護技術・製造産業における中国市場への進出」をテーマに、産業の高度化が進展する中
国で必要とされる環境保護技術、ならびに自動化技術等を含む製造技術について、第一線で活躍されている企業経営者に最
新のトレンドをお話し頂きます。
■ 開会挨拶
香港政府 技術革新庁 副長官 黄何詠詩、香港サイエンスパーク 会長 ニコラス・ブルック
■ 来賓挨拶
経済産業省近畿経済産業局長 長尾正彦
■ 講演 1 「製造業における技術革新と持続可能な経済成長」
近畿電子部品卸商組合 理事長、岡本無線電機株式会社 代表取締役社長 岡本弘
香港サイエンスパーク CEO 陳蔭楠
香港応用科学技術研究院 CEO 張念坤
富士通セミコンダクター 取締役 石豊瑜
■ 講演 2 「中国の環境技術市場の現状と将来展望」
日本建築材料協会 会長、エスケー化研株式会社 代表取締役社長 藤井實
香港環境保護産業協会 会長 鄭文聰
李廣文弁護士事務所 代表 李廣文
富士電機(香港) 董事総経理 江口亨
■ パネルディスカッション モデレーター: CBRE ジャパンデスク (香港) ディレクター 松丸裕之

*分科会終了後に、同会場にて懇親会を開催、登壇者や香港企業との商談等にご活用ください。

対中ビジネス個別相談会 (法務、会計、コンサルティング、物流等) 逐次通訳付 09:15-17:00
香港・日本・中国における法務、税制、会計、会社設立、対中ビジネスにおける注意点等について、下記香港企業の実務家に
よる個別相談が無料で受けられます。
コンサルティング
【SP-O1】 Intertrust Hong Kong
【SP-O2】 Meridian Partners Limited
香港、他国進出支援、会社設立、運営等トータルサーポート

対香港・中国貿易会社設立及び運営サポート

金融
【SP-O3】 RBS

【SP-O4】 Camden Rich Limited

企業、財務支援等バンキングシステム、海外取引サポート

企業、財務支援、海外取引等業務支援

会計
【SP-O5】 Roger Kam & Co.

【SP-O6】 Inter-link CPA Limited

会社設立、財務、会計、税務、監査等会計業務支援

会社設立、財務、会計、税務、監査等ワンストップサービス

香港業界団体
【SP-O7】 Hong Kong Cyberport Management

【SP-O8】 The Law Society of Hong Kong

情報通信技術分野において、新規開業、起業家支援や事業戦略支援

香港弁護士会。会社設立、労働法、訴訟等アドバイス

香港商談・視察団が来日 - 日本の健康食品、生産技術、環境技術、デジタル・コンテンツを求む！
本イベントに合わせて、香港・中国で大ヒットする日本の各種食品、優れた生産技術・環境技術、クール・ジャパンを代表するデ
ジタル・コンテンツを求めて、下記の商談・視察団が来日予定、個別商談会や企業訪問・視察等を実施致します。
香港健康食品・ヘルスケア商談・買付視察団 【BM-O1】
来日目的
香港・中国における日本食ブームの中、まだ市場進出を果たしていない日本商品を求めて来日します。また、香
港を経由した中国・アジアへの事業展開の可能性を探ります。
香港デジタル・コンテンツ商談ミッション 【BM-O2】
来日目的
アジアのデジタル・コンテンツ産業を牽引する日本のコンテンツ事業者(モバイル・コンテンツ、アニメ、ゲーム等)との連
携、特に中国市場開拓において、香港企業がパートナーとして協働する可能性を探ります。
香港生産技術・環境技術買付商談ミッション 【BM-O3】
来日目的
中国、特に広東省に生産拠点を持つ香港企業は、厳しくなる環境規制及び激化する市場環境のもと、工場の
工程改善・効率化を求められており、先進的技術を有する日本企業から関連技術の導入を検討しています。
登壇者の略歴、来日香港企業の情報、最新プログラム等について、随時に公式ホームページに公開しております。ご参照ください。

http://www.thinkglobalthinkhk.com/
GEN
*************************************************************************************
申込用紙
返信先(FAX)：06-4705-7015

香港貿易発展局 大阪事務所宛

参加ご希望のプログラムに✔印をお付けください。
□ メイン・シンポジウム
対中ビジネス個別相談会

□ 分科会 1

□ 分科会 2

□ 分科会 3

ご希望の香港企業をご記入ください。(複数可、先着順)⇒

香港商談・視察団にご興味のある方は、対象の商談・視察団をご記入ください。⇒
ご芳名:
会社名:
TEL:
ご住所:

お役職:
ウェブサイト:
FAX:

Email:

**お申し込み頂いた方には、前日までに参加確認書及び地図を送付致します。やむを得ず講演者、講演プログラム等が変更になる場合がございます。御問合せ：06-4705-7030**
□ 今後一切の配信を希望しない方は、□に✓マークをご記入の上ご返信下さい。

香港貿易発展局大阪事務所〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 2 丁目 3 番 13 号 大阪国際ビルディング 10 階
電話：06-4705-7030
ファックス：06-4705-7015

