
香港日本人商工会議所
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設立と現状
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組織図

名称： 香港日本人商工会議所 (HKJCCI)
設立： 1969年～(1962年来の日本人倶楽部経済部より独立)
入会社数： 約650社ほど

※1社当たり累計48部会まで登録可。



HKJCCIの活動

会員企業の発展に尽くします

ビジネスへの阻害要素に対し、業界全般の問題のみならず、
個社の課題にも、会員の皆様と一緒に取り組みます。
香港政府建設プロジェクトの滞りを解消するために立法議会へ陳情、類似品
対策への取り組み等々実例があります。
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International Business Committee (IBC) IBCメンバーと政府関係者との交流
(中央奥席は、現行政長官のキャリー・ラム氏)



部会の開催

 13の部会が2ヶ月に1度開催されます。
業種に関わらずどんな部会へも参加出来ます。講演、パネルディスカッション、ビジネス

マッチング、海外視察、香港内現場視察など多彩な活動を行っています。
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↓年間計画を立てて、充実した会議を作り上げます(一例)。

開催日 回数 内容

１．定例議事

2. 2016年度活動報告・会計報告、2017年度活動案

3．講演

2017年4月20日 第272回 　　　 演題：「2017年の為替を読む ～不確実性の中の波乱と安定～」

 　　　講師：西野 真氏/みずほ銀行香港資金部・部長

4 ．懇親会

参加者数：部会員52名（48社）　他部会員8名（5社）　講師・事務局5名　　合計65名

2017年6月15日 第273回

1.　定例議事

2.　講演

　　　演題：「東アジアの安全保障環境と日米中関係」
　　　講師：山上 信吾氏／日本国際問題研究所所長代行

　　　【概要】本講演では、朝鮮半島、台湾海峡、南シナ海、東シナ海での事例を踏まえ、東アジアの安全保障環
境を中心に日米中関係を考察します。また、トランプ政権の誕生により米国の外交政策に不確実性が高まる中
でアジア・米国関係はどのようにあるべきかについて講演します。香港と日本が協力できることとできないことは
何かを探り、我々の今後の課題を検討します。
3.　懇親会

参加者数：部会員58名(49社)　他部会員8名(8社)　講師・事務局3名　　合計69名

2017年9月7日

(8/24より変更)

第274回

1.　定例議事

2.　講演【英語講演】

　　　演題：「OBOR and the implications for multilateral lending and geopolitics in the context of

　　　　　　　　the AIIB & ADB　(一帯一路とAIIB・ADBにおける貸出と地政的な影響)」

　　　講師：Mr. Rob Koepp氏／Director, The Economist Corporate Network

　　　【概要】中国の一帯一路は、世界経済と政治に影響を及ぼす中国の、最も野心的な試みです。
中国は一帯一路インフラ計画に加え、アジアインフラ投資銀行(AIIB)という新たな融資の構造も創設しました。講

演ではThe Economist誌より中国調査の専門家を招き一帯一路の経済的および財政的影響や、

AIIBとアジア開発銀行(ADB)による貸出影響の差などについて講演いただきます。

3.　懇親会

参加者数：部会員57名(49社)　他部会員8名(8社)　講師・事務局3名　　合計68名

金融部会　活動内容

ライフ・コミュニケーション部会講演

ハノイ視察(繊維部会)



開催セミナー内容一覧

5

定例のセミナーに加え、旬な話題を取り上げます。
香港や中国関連のセミナー以外にも、アジア地域のトレンドや世界で話題になるようなトピックに対し、
専門知識のある講師をお招きして講演いただきます。

2019年度開催予定セミナー

「新来港者向け(人事・労務、税務など)」

「JETROとの共催セミナー」

「華南ビジネスのこれまでの歩みと今後の展望」

「為替動向」

「新春セミナー(今年度の振り返りと、来年度の展望など)」

「香港賃金」（1日2部での開催）

「中国賃金」

その他随時、セミナーを追加しております。

2018年度開催済みセミナー

「新来港者向け(人事・労務、税務など)」

「広東・香港・マカオグレーターベイエリア」 (JETROとの共催)

「タイ・インドシナビジネス環境」(JETROとの共催)

「マレーシアビジネス環境」(JETROとの共催)

「香港・アセアン FTA」(JETROとの共催)

「華南ビジネスのこれまでの歩みと今後の展望」

「香港賃金」

「中国賃金」

"新常態"における日系企業の対中投資最新動向
~深センの大湾区経済発展並びに華南地域日系企業の買収、
再編・撤退～

「為替動向」

「2019年の展望とリスク」



他団体との交流～ネットワークの拡大

会員相互の交流のみならず、香港の政府系団体である
香港貿易発展局(HKTDC)、Invest HK、地場の商会である
香港総商会、中華総商会、外国商会であるアメリカ商会、
英国商会等々との交流に注力し、会員のビジネス
ネットワーク拡大を図っています。
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外国商会との酒Networking 香港総商会とのJoint Dinner



 日本企業が多く集まる香港ならではの出会いがあります。

HKJCCI内外ビジネス交流会や業界を超えたセミナーを通じて、ネットワークと
その後の発展の可能性を広げることが期待できます。

 各企業・業界の問題を関係先や香港政府に提言します。

ビジネスへの阻害要素に対し、各種関係先や立法議会へ陳情し個社及び
各業界の発展をサポートします。

 業界に共通した課題を取り上げた講演があります。

HKJCCIの部会は、業界ごとに分かれています。各業界のトレンドにあった講師
を会員内外から迎えてお話いただきます。

 いくつもの部会への登録が可能です。

HKJCCIの活かし方

年会費は変わらず追加費用もかからず、興味関心の
ある部会への重複登録が可能です。他業界の動きを、
深く・早く知ることが出来るチャンスでもあります。
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入会金・年会費
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正会員(日系企業) 準会員(日系企業以外)

入会金(入会時のみ) HK$3,000 HK$1,500

年会費(4月～翌3月) HK$3,000/口 HK$3,000/社

分類 分類記号 1口 2口 3口 4口 5口

日本会社の
100%現地法人
または支店

親会社が上場

A ○
B ○
C ○

親会社が非上場
D ○
E ○

日本会社の
駐在員事務所

親会社が上場 F ○
親会社が非上場 G ○

日本会社と
海外資本※との合弁

日本側出資50%以上
H ○
I ○

日本側出資50%未満 J ○
その他 K ○

口数基準

分類記号 親会社資本金 日本側出資会社資本金
香港会社の総従業員数

製造業 非製造業

A 200億円以上 ー 100名以上 20名以上

B 100億円～200億円未満 ー 50～100名未満 10～20名未満

C 100億円未満 ー 50名未満 10名未満

D 50億円以上 ー 50名以上 10名以上

E 50億円未満 ー 50名未満 10名未満

H ー 50億円以上 50名以上 10名以上

I ー 50億円未満 50名未満 10名未満

※ 「非日系会社の資本」を指します。



入会手続

 入会は随時ではなく、奇数月毎の理事会で書面審議を致します。

 ご入会に際して、提出いただく書類は以下の通りです。

✓ 入会申込書

✓ Business Registrationのコピー

✓ 株主構成確認用資料
(NNC1若しくはNAR1コピー)(日本からの入会の場合は登記簿謄本コピー)

✓ 貴社紹介用写真 (会社ロゴとご希望の場合PRしたい写真1枚jpegにてご提供願います)

✓ 入会承認レター (準会員のみ,弊所にてサンプル有)

ご連絡、お待ち申し上げております。
香港日本人商工会議所

The HK Japanese Chamber of Commerce & Industry

Unit 902, 9/F., Tower 535, 535 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong

Tel. 852-2577-6129  Fax.852-2577-0525

お問合せ：jpcham@hkjcci.com.hk
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