
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “think GLOBAL think HONG KONG” 
 国際化へのパートナー: 香港 

2013年 10月 2日（水） 10:00-17:30 

 電気ビル共創館（福岡市） 
     主催: 香港特別行政区政府駐東京経済貿易代表部、香港貿易発展局 

         共催: 九州経済連合会、九州日本香港協会 
      特別協力：香港投資推進局、キャセイパシフィック航空、香港サイエンス＆テクノロジー・パーク 

 
 

 

世界総生産(GDP)に占めるアジアの割合は現在 27%ですが、38年後の 2050年にはこれが 52%に拡大するとみられています。

また、アジア域内での年間世帯可処分所得 5,000-35,000 米ドルの中間層の数は、2011 年の約 17 億人から 2020 年の約

23 億人に増加。その消費総額は 14 兆米ドルと、米国を超す規模に達すると言われています（各種調査機関より）。これは欧米

からアジアへ経済の重心がシフトしつつあることの証左です。 

この勢いあるアジアを牽引する香港から多数の官界・財界人が来福することとなりました。アジア・ビジネスをダイナミックに手掛ける

香港の大物華人と九州の著名な財界人が集結する大変貴重な機会となっています。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

メイン・シンポジウム 10:00-12:30 （450名）       会場：4階 みらいホール  
■ 主催挨拶 香港貿易発展局 総裁 林天福 （フレッド・ラム) 
■ 歓迎挨拶 九州経済連合会 会長 麻生泰 
■ 来賓挨拶 福岡県知事 小川洋 

九州経済同友会 代表委員 石原進 
■ 講演 フレッド・ラム 
「香港-九州との経済連携」 九州経済連合会 名誉会長 松尾新吾               

香港・日本経済委員会 委員長 蔡冠深 （ジョナサン・チョイ） 
「人民元国際化と香港の役割」 HSBC香港 ＣＥＯ 馮婉眉 （アニータ・ファン）  
「香港は何故 国際金融センターとなったか、
何故 東京はなってないか」 

西日本シティ銀行 取締役頭取 久保田勇夫 

「日本企業の香港を活用した事業展開」 西日本鉄道株式会社 取締役社長 倉富純男 
■ 閉会挨拶 香港特別行政区政府駐東京経済貿易代表部 首席代表 黄碧兒 （サリー・ウォン）    ジョナサン・チョイ                

 

分科会 1 食品・農水産品セミナー  14:30-17:30 （300名） 会場：4階 みらいホール  
アジア地域での食品関連マーケットにおける香港－日本間の連携の可能性を探求していきます。 
■ 開会挨拶 香港貿易発展局 日本首席代表 古田茂美 
■ 来賓挨拶 九州農政局 局長 吉村馨 
■ 講演 1     「香港における日本食品の魅力」 味珍味（香港）有限公司 総経理 呉徳曉（デニス・ウー） 
■ 講演 2     「農林水産物の輸出状況とマーケット事情」  
            福岡農産物通商株式会社 代表取締役社長 坂井紳一郎 
■ 講演 3     「ケーススタディー：九州企業の香港進出について」 株式会社一蘭 代表取締役 吉冨学  デニス・ウー 
■ 香港貿易発展局からのお知らせ   香港貿易発展局 大阪事務所長 マケティング・アシスタント 濱口夏帆                
■ ｲﾝﾍﾞｽﾄ香港からのお知らせ      香港投資推進局 西日本担当コンサルタント 中田武正 

 

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。)  

 

 

分科会 2 環境テクノロジー・セミナー   14:30-17:30 （100名）  会場：3階 会議室 B  
日本の環境・省エネ技術の対香港・中国販路拡大について、専門家を招き情報提供していきます。 

■ 開会挨拶 九州日本香港協会 名誉顧問 並田正一 

■ 来賓挨拶 北九州市 市長 北橋健治 
九州経済産業局 九州経済産業局資源エネルギー環境部長 井手信一 

■ 講演 1 「産業におけるエコ・イノベーション-香港を経由して如何に希求していくか」  
香港環境保護工業協会 会長 / 香港工業連盟 副会長 鄭文聰（ダニエル・チェン） 

■ 講演 2 「エコ産業における最適なイノベーション・パートナー－香港サイエンス・パーク」          ダニエル・チェン 
香港サイエンス＆テクノロジー・パーク IT/テレコム部 部長 楊天寵（ピーター・ヨン） 

■ 講演 3 「香港グリーン・ビル・ビジネスチャンスについて」 
ロナルド・ルー&パートナーズ香港 持続可能事業部長 梁文傑（MK リョン）  

■ 講演 4 

 

「環境技術対中進出：香港ショー・ウインドー機能」 
TOTO 株式会社 国際事業本部国際事業統括部国際営業企画部 部長 森田剛  

■ 香港貿易発展局からのお知らせ  香港貿易発展局 大阪事務所 マーケティング・マネージャー リッキー・フォン 
■ ｲﾝﾍﾞｽﾄ香港からのお知らせ     香港投資推進局 室長 佐々木由紀雄 

 

ｸﾞﾚｰﾀｰ

九州 

ネットワーキング・ランチョン（立食）     12:30-14:00  会場：4階 みらいホール ホワイエ  
総人数：350名     ＊3 階 会議室 A もネットワーキング・ランチョン会場として使用 
費用：無料 

 

 



  
 

 
 
************************************************************************************* 
 

返信先(FAX)：06-4705-7015  締切：9月 30日(月) 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 □ 分科会 1 □ 分科会 2 □ 分科会 3 

 □ 分科会 4 □ネットワーキング・ランチョン（立食、無料） 

 

 ＊尚、香港食品ミッション団とのビジネス・マッチングに興味のある方は、以下にご連絡下さい。 

  香港貿易発展局大阪事務所 TEL: 06-4705-7030  e-mail:osaka.office@hktdc.org 担当：小峰 

 

ご芳名:                        (英文)Name:  

お役職:  (英文)Title:  

会社名:  (英文)Company Name:  

TEL:  FAX:  Email:  

ウェブサイト：    

住所:                            

 

□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。 

香港での事務所開設にご興味をお持ちですか？ □はい、 関連情報が欲しいので、私の情報を香港投資推進局までご送付ください  □ いいえ 

 

分科会 3 金融セミナー     14:30-17:30 （100名）  会場：3 階 会議室 C  
人民元国際化など金融分野における香港の役割は大きい。新たなビジネス商機に向けて金融面での香港活用を模索します。 

■ 開会挨拶 九州日本香港協会 副会長 佐々木克 
■ 来賓挨拶 日本銀行福岡支店長 市川能英 
■ 基調講演 
■ 講演 1 

香港貿易発展局 研究部総監 関家明（ニコラス・クワン） 
三井住友銀行 グローバル・アドバイザリー部 部長 中嶋秀 

■ 講演 2 シティック・キャピタル・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 日本代表 中野宏信 
■ 香港貿易発展局からのお知らせ 香港貿易発展局 アシスタント・マーケティング・マネージャー 引地洋介  ニコラス・クワン 
■ ｲﾝﾍﾞｽﾄ香港からのお知らせ    香港投資推進局 次長 橋場清子 
 
分科会 4 ギフト・デザインワークショップ  14:30-17:30 （70名）  会場：九州経済連合会 6階 会議室  

ギフト・ハウスウエア関連商品の取引で活況を呈する香港。実際どのように香港が活用されているのか、ビジネスを実践されている
方々から生の声を聞きながら、参加者のみなさまのご意見、ご質問を交えたインタラクティブなワークショップを開催いたします。 

■ 開会挨拶 香港貿易発展局 大阪事務所長 伊東正裕 

■ 来賓挨拶 福岡商工会議所 専務理事 中村仁彦 

■ 来賓挨拶 

■ 基調講演 

 

■ 講演 1 

株式会社ビジネスガイド社 代表取締役 芳賀信享 
「香港をプラットフォームとする販売戦略及び展示会の活用法」  
株式会社アライヴ 代表取締役 高木勝則 
「香港におけるグッドデザイン受賞商品の発展と展望～JDP の取り組みについて」 
公益財団法人 日本デザイン振興会 課長 川口真沙美 

■ 講演 2 「香港ギフト＆プレミアムフェアと香港ハウスウェアフェア 2014 年の出展について」 
株式会社ビジネスガイド社 事業部課長代理 二宮教雄 

■ 香港貿易発展局からのお知らせ  
 
食品ビジネス・マッチング    14:30-17:30   会場：タカクラホテル 2階 富士 
本イベントに合わせて、香港から食品買付ミッション団が訪福します。食品関連商品を輸出したい九州企業とビジネス・マッチング
（商談会）を実施致します。 
ビジネス・マッチング実施予定：10/1（火）午前に北九州市、10/2（水）14:30-17:30 に福岡市、10/3（木）午後に長崎市。 
  

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 

 

申込用紙 

TEL:06-4705-7030

