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出所：香港政制及内地事務局ウエブサイト 

総 面 積 約56,000㎡ 

常 住 人 口 約7,000万人 

域内総生産 
約10兆8,700億人民元 
(2018年) 

中国GDP割合 
約12％ 
（中国GDP約90兆人民元） 

データ出所：公表データに基づいて整理 

⁃ 活力に満ちあふれた国際的都市群 

⁃ 世界的にも影響力のある国際イノベーション・科学技術の中心 

⁃ 「一帯一路」戦略の重要な支柱 

⁃ 中国大陸と香港・マカオ間のさらなる協力をリードする試行区 

⁃ 居住・ビジネス・観光に適した生活圏 

香港の優位性 

―世界で最も自由な経済システム 

―便利なビジネス環境 

―整備された法治体系と経済制度 

―整備された交通ネットワークと 
インフラ施設 

―完備された通信インフラ施設と 
金融システム 

―国際市場に熟知する専門サービ
ス人材の集積地 

香港の位置づけ 

―国際金融、運輸、貿易、三つの中
核機能の保持と強化 

―グローバルオフショア人民元業務
の中枢的地位と国際資産管理とし
ての中核機能の強化 

―金融、貿易、物流、専門サービス
の産業において高付加価値化 

―イノベーション・ハイテク産業の
発展と新興産業の育成 

―アジア太平洋地域の国際法律及び
係争解決サービスセンターの構築 

『 広 深 港 澳 』 
(広東、深セン、香港、マカオ) 
イ ノ ベ ー シ ョ ン 回 廊 
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企業 教育研究機関 政府 研究開発費対GDP比 

香港の研究開発費および対GDP比の推移 
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データ出所：香港政府統計処 

 スタートアップ・イノベーションは、香港経済の継続的な発展、地域競争力の向上、就業機会の増長を実現する新たな原動力として 

位置づけられており、それに伴い香港での研究開発活動も一層活発化していくとみられる。 

 2018年、香港の研究開発費総額は212億香港ドルで前年同期比約8％増、対GDP比は0.8％を占めている。また、2017年からの5年にわ

たって約2倍の1.5％までに引き上げることを目標に掲げている。 

 研究開発費の資金源は、企業調達が約50％、政府支給が約45％を占めている。 

21,280 

12,407 
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データ出所：香港投資推廣署（インベスト香港）の公開データ 
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香港スタートアップ企業の成長段階別分析 

香港スタートアップ企業の主要開発応用技術 

ソフトウェア・アプリ・通信技術 47% 

ハードウェア・電子製品・IoT・ウェアラブル装置 22% 

データ分析・情報学 9% 

バイオ・製薬・生命科学 8% 

人工智能・ロボット 5% 

VR/AR 5% 

新素材・ナノ技術・化工関連 4% 

その他 1% 

香港スタートアップ企業技術の主な応用分野 
小売・広告・マーケティング・電子商取引 21% 

通信情報技術 21% 

メディア・エンターテインメント・ゲーム 18% 

スマートハウス・スマートシティ 16% 

電子消費財 15% 

教育 15% 

金融・銀行・フィンテック 14% 

ヘルス・保健・医薬・スキンケア 13% 

運輸・航空・物流 9% 

観光 8% 

企業サービス 4% 

ファッション関連 4% 

アクセサリー・眼鏡 3% 

食品・ドリンク 3% 

玩具・ベビー用品 3% 

食品安全・環境保全 3% 

その他 11% 
データ出所：香港貿易発展局が2017年5月に行った香港スタートアップ企

業を対象に行ったオンラインアンケート調査報告書による 

 2018年、香港のスタートアップ企業規模は前年比18％増の2,625社に達し、その内の3分の1以上は香港外からの移民起業者が設立。 

 スタートアップ企業の研究分野は主にSaaS、IoT、データ分析、バイオテクノロジー、AI、ロボット、VR/ARなどの情報と通信技術と新材料

に関連している。応用分野としてはフィンテック、スマートシティとスマートハウス、医療保健、ビッグデータ応用などに集中している。 
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データ出所：公表データに基づいて整理 

①バイオ技術 

・遺伝子研究 

・SARS、インフルエンザなど研究 

・臨床実験センター(新薬) 

・バイオ科学研究機構 

②人工知能（AI） 

・インフラ施設の強化 

・現地AIスタートアップ企業支援 

・AI実験室の設立と海外企業誘致 

・AIベンチャーキャピタル設立 

③スマートシティ 

『香港スマートシティ構想図』 
•スマート交通・スマートライフ 
•スマート環境・スマート市民 
•スマート政府・スマート経済 

④フィンテック 

・データ解析 ・ロボット技術 

・ビッグデータ・P2P技術 

・自然言語処理など 

香港スタートアップ・    

イノベーション産業の    

重点対象分野 

１．研究開発資源の増加 

２．科学研究人材の誘致 

３．スタートアップ・イノベーション基金設立 

４．科学研究施設の整備 

５．現行法例と法規の見直し 

６．政府データの対外開放 

７．政府調達制度の見直し 

８．科学知識の普及 

 香港のスタートアップ・イノベーションエコシステムは発足してからわずか数年であるが、スタートアップ主要拠点としてはすでに世界トップ25の一つとなって

いる。 

 香港政府としては、バイオ技術、AI、スマートシティとフィンテックの4つの重点対象分野に、研究開発資源の増加、科学研究人材の誘致、関連基金の設立、科

学研究施設の整備、現行法律の見直し、政府データの対外開放、政府調達制度の見直し、科学知識普及の強化など、8つの発展方針をすでに確定している。 
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データ出所：『香港政府2018年施政報告』に基づいて整理 

香港イノベー
ションテクノ
ロジー産業 

関連支援政策 

環境 

人材 

政策 

金融 

施設 

資金 

• 香港現地大学における研究人材（QS世界

大学トップ100に4大学がランク入り） 

• 国際経済に精通している専門サービス人

材の集約 

• 科学技術人材への香港滞在許可スキーム 

• 「傑出学者計画」 

• 「大湾区院士（大学院生)連盟」 

• 現地大学向け研究開発支援資金 

-大学教育資助委員会向けに予算HKD200億

の研究基金を拠出。 

• 「創科創投基金」導入（現地スタート

アップ・イノベーション企業マッチン

グ） 

• 予算約HKD30億の「研究マッチング補助金

スキーム」を検討中。 

 

• 香港科技園と香港数碼港機能の強化 

• 香港科技園内に医療科学技術、AIとロ

ボット技術の二つのイノベーションプ

ラットフォーム建設（約HKD100億の予

算） 

• 落馬洲河套地区に「港深創新及科技園」

の建設を行う計画 

• 将軍澳工業邨の「データセンター」と

「先進製造センター」(2020年竣工予定） 

• 世界で最も自由で利便性の高いビジネス環境 

• 整備された法治システムと経済制度 

• 整備された交通ネットワークとインフラ施設 

• 完備された通信インフラ施設 

 

• 政府データの開示政策 

• イノベーション推進向けの新たな政府調達

政策の検討と実施（2019年4月公表予定） 

• 政府認定を付与した現地科学技術企業に対

し、研究開発費の最初の200万HKDに対し

300％の損金控除、残額は200％の損金控除 

• 科学技術の重要性を広く社会に認知させる

べく、市民へのイノベーション認知に関す

るプロモーションの向上をはかる。 

• オープン・ファンド型会社制度の正式導入 

• 新しい上場制度の実施（例:投資家権益保

護の前提のもと、個人所有の新興及びイノ

ベーション企業、無収入或いは無利益のバ

イオテクノロジー関連の会社の香港上場） 



Copyright © 2019 JETRO. All right reserved. 8 

情報出所：『2018中国ユニコーン企業発展報告書』に掲載されている企業リストを基に作成 

注：ユニコーン(Unicorn)企業とは、起業してから10年未満で、市場評価価値が10億米ドル(約78億HKD)以上となるスタートアップ企業を指す。 

企業2 普泰(香港)集団有限公司  P&T (HONG KONG) GROUP LIMITED       http://www.pntg.com.hk 

住  所 香港柴湾安業街一号新華豊中心7階 価値評価額 15.38億米ドル(2018) 

所属分野 物流 連絡先電話  (852)2139 5018 E-mall -  

主要業務 
＆その他 

・2010年設立     ・港湾物流、物流不動産などの建設と運営。 
・傘下物件：普泰（湖州）国際物流園、普泰（海寧）国際物流園、海寧港、重慶·普泰広場、海寧・普泰広場など不動産を所有。 

企業3 富途証券国際（香港）有限公司 Futu Securities International (HONG KONG) Limited   https://www.futu5.com/  

住  所 香港上環文咸西街18号盤谷銀行ビル11階 価値評価額 11.43億米ドル(2018) 

所属分野 フィンテック 連絡先電話 (852)2523 3588 E-mall - 

主要業務 
＆その他 

・2012年設立     ・香港株式証券のネット取引（自主開発アプリ：富途牛牛） 
・2014年からテンセント、Matrix Partners、Sequoia Capitalから三回VC資金調達 

企業4 LALAMOVE      https://www.lalamove.com/ 

住  所 香港九龍荔枝角青山道489-491号香港工業中心B座8階801室 価値評価額 10億米ドル(2018) 

所属分野 物流 連絡先電話 - E-mall - 

主要業務 
＆その他 

・2013年設立     ・個人や企業向けのO2O貨物配達サービス 
・中国大陸、タイ、ベトナム、台湾、インド、インドネシア、フィリピン、シンガポールなどの地域へ進出 

企業1 商湯集團有限公司 SenseTime Group Limited         https://www.sensetime.com 

住  所 香港沙田香港科学園科技大道東12号海濱ビル一座2階 価値評価額 30億米ドル(2017) 

所属分野 人工知能 連絡先電話 400-900-5986 E-mall business@sensetime.com 

主要業務 
＆その他 

・2014年設立  
・顔識別、画像識別、テキスト識別、医療映像識別、映像分析、自動運転、遠隔センサーなどのAI技術開発とソリューション 

http://www.pntg.com.hk/
https://www.futu5.com/
https://www.lalamove.com/
https://www.sensetime.com/
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情報出所：政府公開資料およびニュース情報に基づいて整理 

企業5 Welab          https://www.welab.co 

住  所 香港上環永楽街93-103号協成行上環中心3階  価値評価額 10億米ドル(2017) 

所属分野 フィンテック 連絡先電話 (852)3590 6396 E-mall info@welab.co 

主要業務 
＆その他 

・2013年設立      ・モバイル貸金サービス 
・運営プラットフォーム：中国Wolaidai（我来貸）、香港WeLend、マレーシアAWDA 

企業8 Tink Labs 

所属分野 リース業 価値評価額 5億米ドル（2017） E-mall - 

主要業務 ・2012年設立             ・ホテルを対象に、観光客に「Handy」スマートフォンリースサービスを提供 

企業9 KLOOK（客路）  Klook Travel Technology Limited     https://klook.com/ 

所属分野 ツアー予約 価値評価額 - E-mall - 

主要業務 ・2014年創立            ・旅行ツアーの予約プラットフォーム運営 

企業6 DotC United Group    http://www.dotcunitedgroup.com 

住  所 Room 3303A, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong 価値評価額 

所属分野 IT（ビッグデータ） 連絡先電話 -  E-mall - 

主要業務 
＆その他 

・2015年設立      ・ユーザー分析、広告＆ビッグデータ 
・ビッグデータに基づいた製品およびサービスソリューションサービス 

企業7 GoGoVan          https://www.gogovan.com.hk/           

住  所 Room 3303A, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong 価値評価額 

所属分野 物流 連絡先電話 (852)3590-3399 E-mall info@gogovan.hk 

主要業務 
＆その他 

・2013年設立      ・アジア初の携帯電話アプリに基づいて貨物運輸サービスを提供するプラットフォーム 
・当社業務はすでにシンガポール、韓国、中国大陸、台湾、インドにまで拡大。 

https://www.welab.co/
https://klook.com/
http://www.dotcunitedgroup.com/
https://www.gogovan.com.hk/
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情報出所：香港科技園ウエブサイト上の企業検索結果に基づいて整理  https://www.hkstp.org/en/reach-us/company-directory/?i=&t=All&c=-1&s=-1 

分野 企業名称 主要業務 電話 URL 

デザイン 4iCreative Limited イベント用品設計、ビデオ技術サービス 3547-0558 http://www.4iCreative.com 

デザイン Anda Automation (Hong Kong) Limited 精密ポンプバルブ開発、流体＆システム応用 2981-1116 http://www.anda-dg.com 

デザイン AniMotion Studio Limited アニメーションと新媒体プロジェクト 6072-5110 https://www.facebook.com/AniMotionStudio/ 

デザイン 
Archiplus International (HK) Limited 
亞設貝佳國際（香港）有限公司 

建設設計、プロジェクト開発顧問、工事管理サービス 2793-2235 http://www.archiplusinter.com 

デザイン 
Best Video Limited 
高清製作有限公司 

映画制作とブランディングのワンストップショップ 2572-7252 http://www.bestvideo.hk 

デザイン Easy Mobile Logistics Hong Kong Limited  携帯電話による貨物配達仲介サービス 3701-3701 https://www.lalamove.com/ 

デザイン Eggshell Creative Limited 
ブランド審査、マーケティング開発、視覚システム、製品とサー
ビス設計 

2699-8612 https://www.facebook.com/Eggsheller/ 

デザイン 
E-link Design & Communications Limited 
易領設計傳訊有限公司 

BTL・ATL・TTL制作、製品プロモーションと市場開拓 2187-3933 http://www.elinkinter.net 

デザイン eMotionLAB Limited 
ムービングイメージ形式でブランディング、イベント、新製品発
表などを伝達 

3996-7229 http://www.emotionlab.tv 

デザイン G3 Asia Limited ゲーム設計と開発 2779-8828 https://www.facebook.com/g3asialimited/ 

デザイン 
Gear Atelier Limited 
基亞泰利有限公司 

製品設計、OEM製造、自社ブランドのデザイン販売 2845-7321 http://www.tapas.com.hk 

 香港政府の誘導政策の下、香港科技園（HKSTP）と香港数碼港（Cyberport）には世界各地から多くの科学技術企業が集まっている。 

 そのうち、香港科技園（HKSTP）には約680社の科学技術企業、13,000人以上のイノベーション技術者が集まり、主にバイオ医薬、電子、グリーンテクノロジー、

情報と通信技術、材料と精密工学の五つの科学技術分野を重点とし、スマートシティ、健康的な高齢化社会、ロボット技術の三つの応用プラットフォーム発展を

推進している。 

 下に列記するのは香港科技園（HKSTP）イノベーションセンターに入居している主要企業である。 

http://www.4icreative.com/
http://www.anda-dg.com/
http://www.anda-dg.com/
http://www.anda-dg.com/
https://www.facebook.com/AniMotionStudio/
http://www.archiplusinter.com/
http://www.bestvideo.hk/
https://www.lalamove.com/
https://www.facebook.com/Eggsheller/
http://www.elinkinter.net/
http://www.emotionlab.tv/
https://www.facebook.com/g3asialimited/
http://www.tapas.com.hk/
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分野 企業名称 主要業務 電話 URL 

デザイン 
Han Jiaying Design & Associates Limited 
韓家英設計有限公司 

ブランドイメージング・管理と顧問、広告、2D映像、新媒体、空間
設計 

8355-1760 
 
http://hanjiaying.com/ 
 

デザイン Jigs Limited 樂雋有限公司 高級家具設計 2111-9360 - 

デザイン Lever Apparel Limited ファッションデザイン、布地開発 2793-8000 http://www.leverstyle.com 

AI・ロボット August Robotics Limited ロボット開発 5333-2985 http://www.augustrobotics.com 

AI・ロボット Doki Technologies Limited  子供向けの先進的なウェアラブル製品の開発と設計 2302-6234 http://www.doki.com 

AI・ロボット Lionrock Batteries Limited 柔軟性のある充電電池技術の開発と製造 9305-6722 http://www.lionrockbatteries.com 

エコ 微動力發展有限公司 バイオマスエネルギー技術の研究開発 9061-9287 http://www.hkmicroenergy.com 

通信・情報 An Orange Production 携帯電話アプリの開発、ウェブサイト設計とシステム開発 5119-6640 http://www.anorange.pro 

通信・情報 Aloha Group Limited SEO技術 3978-8984 http://www.alohaonline.asia/ 

通信・情報 Thinka Incorporation Limited 学校、教師、指導官、学生向けの数学教育プラットフォーム - http://www.thinka.hk 

フィンテック Alta Sicuro Technology Limited クラウドプラットフォームのセキュリティ・暗号化技術の開発 9231-6534 - 

フィンテック beefintech company limited 保険ブローカー向けの業務管理システム 9660-8186 http://www.beefintech.net 

フィンテック FundPark Limited オンライン貸付プラットウォーム 9124-1667 http://www.FundPark.com 

フィンテック Innodee Limited 不動産開発投資収益の最大化を実現するパイオニア 9176-8671 http://www.innodee.com 

フィンテック WECHAT SERVICES LIMITED 
越境Wechat支払サービス、カスタマイズ化Wechatマーケティングソ
リューション 

9167-1859 http://www.wechatservices.com.hk 

情報出所：香港科技園ウエブサイト上の企業検索結果に基づいて整理  https://www.hkstp.org/en/reach-us/company-directory/?i=&t=All&c=-1&s=-1 

http://hanjiaying.com/
http://www.leverstyle.com/
http://www.augustrobotics.com/
http://www.doki.com/
http://www.lionrockbatteries.com/
http://www.hkmicroenergy.com/
http://www.anorange.pro/
http://www.alohaonline.asia/
http://www.thinka.hk/
http://www.beefintech.net/
http://www.fundpark.com/
http://www.innodee.com/
http://www.wechatservices.com.hk/
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分野 企業名称 主要業務 電話 URL 

教育 
Future Mind Education Technology Co. 
Limited 

4-9歳の子供向けの語文学習用オンライン 9188-5929 
       - 

 

人事関連 LocalMotion Limited 
ボランティア希望者、各種公益組織と社会団体向けの人材マッチ
ングプラットフォーム 

6744-8320 http://www.localmotion.hk 

電子製品 Wear X Limited ウェアラブル製品の開発（スマートコート等） 5702-8131 http://www.wear-extreme.com 

携帯電話アプリ Vanna Int. Limited 次世代のキャリアプラットフォーム 5500-9776 https://vanna.com 

携帯電話アプリ InnoLab Limited 
ウェブサイトと携帯電話プログラムの開発（AIソリューション、
携帯電話App、ホームページプログラム、E コマース、IoTなど） 

6437-4271 http://www.inno-lab.co 

携帯電話アプリ iLadder Company Limited 各種オンラインとオフラインeSportsの主催 6178-9560 http://iladder.hk 

携帯電話アプリ Goba Solutions Limited 都市交通情報提供プラットウォーム 9214-1848 https://www.gobybus.hk 

スマート医療 Hong Kong ATIS Healthcare Technology Ltd. 生殖分野向けにスマート医療サービスを提供 5399-7099 - 

ビッグデータ J&K Brassiere Co., Limited 人工知能を使用したブラマッチングシステム 6596-5151 - 

ビッグデータ NAUTILUS SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED 
科学・技術・工程と数学科目のオリジナル学習計画ソリューショ
ン 

- 
- 

 

ビッグデータ Watson Medical Data Technologies Limited クラウドを通じた医療介護サービス管理と分析プラットフォーム 5191-7860 http://watsonmedic.com 

先進材料 AiryPack Company Limited  エコ包装 9172-2160 http://www.airypack.com 

情報出所：香港科技園ウエブサイト上の企業検索結果に基づいて整理  https://www.hkstp.org/en/reach-us/company-directory/?i=&t=All&c=-1&s=-1 

http://www.localmotion.hk/
http://www.wear-extreme.com/
http://www.wear-extreme.com/
http://www.wear-extreme.com/
https://vanna.com/
http://www.inno-lab.co/
http://www.inno-lab.co/
http://www.inno-lab.co/
http://iladder.hk/
https://www.gobybus.hk/
http://watsonmedic.com/
http://www.airypack.com/
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企業名称 主要業務 URL 

Arical 
建築士と都市計画家に対し、AIクラウドプラットフォームにより、実用的な建築およ
び都市計画を即時に生み出すためのサポート 

https://www.arical.ai 

Cloudbreakr 
ビッグデータに基づくネット販売技術会社。機械学習法で異なるターゲット層を分析
することで、自社に最適なコンテンツ作成者を検索・マッチング 

https://www.cloudbreakr.com 

Dayta 
B2B人工知能ソリューションプロバイダーとして、企業向け機械学習技術の応用をサ
ポート 

https://dayta.ai 

Farseer 
金融サービスソリューション提供。SaaSおよびAPIにより香港、中国および米国の流
通市場へ参入 

http://www.farseerbi.com 

RaSpect AI技術に基づいた建築物用警報・点検サービス https://raspect.co 

Social Face インテリジェント型イベント映像プラットフォーム ― 

Squared-S 
AI技術を利用したB2B金融科学技術会社で、金融機関と法人顧客向けにクラウドによ
る投資及びリスク分析を提供 

https://www.squared-s.com 

情報出所：香港科技園(HKSTP)ウエブサイト上の関連情報に基づいて整理  

https://www.arical.ai/
https://www.cloudbreakr.com/
https://dayta.ai/
http://www.farseerbi.com/
https://raspect.co/
https://www.squared-s.com/
https://www.squared-s.com/
https://www.squared-s.com/
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情報出所：香港数碼港ウェブ情報と「2018年金融科学技術賞」（etnet主催）を受賞した香港数碼港入居企業 
      https://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_partners/service_subscriber_directory 

企業名称 主要業務 URL 

GoGoVan 携帯電話物流サービスアプリ https://www.gogovan.com.hk 

Onechage 電動自動車用充電設備、インフラ施設、SaaSプラットフォーム開発とソリューション提供 https://www.onechar.ge 

Lulio 携帯電話ゲームを利用した子供のうつ病早期診断アプリ - 
「2018年金融科学技術賞」にランキングされた香港数碼港企業（フィンテック） 

10 Life 大衆保険、高級医療、終身年金、傷害保険など各種保険商品のオンライン比較検索 https://10life.com 

Covergo 
保険製品設計とネット販売ソリューション、保険商品比較システム、保険商品管理ソフトウェア
のカスタマイズ開発 

https://www.covergo.com 

Wesurance 香港発のモバイル保険取引プラットフォーム https://wesurance.com.hk 

QF Pay 企業用オンライン支払サービスソリューション http://www.qfpay.com 

Ix Fintech モバイルアプリ型先物取引分析プラットフォーム https://www.ixfintech.com 

Transin 預金・資産管理用アプリ https://www.transinhk.com 

REAP オンラインクレジットカード支払い https://www.reap.global 

MidPoint オンライン外貨取引プラットフォーム https://www.midpoint.com 

Find solutions Ai AI分析顧客体験ソリューション https://www.findsolutionai.com 

Gini 個人口座管理アプリ https://www.gini.co 

Clare.AI AI（顧客体験）情報プラットフォーム https://www.clare.ai 

MediConCen 医療保険ブロックチェーンモバイルアプリ https://www.mediconcen.com 

Polydigi 身元検証（サイバーセキュリティ） https://www.polydigi.com 

 香港数碼港（Cyberport）には900社以上のテクノロジー企業が入居しているほか、ブロックチェーン、サイバーセキュリティ、人工知能、ビッ

グデータ、アセットマネジメント、取引ツールなど多岐にわたるフィンテック企業が集中している。 

 下記に列記するのは香港数碼港（Cyberport）が育成した代表的なスタートアップ企業と「2018年金融科学技術賞」を受賞したCyberport内のフ

ィンテック企業。 

https://www.gogovan.com.hk/
https://www.onechar.ge/
https://10life.com/
https://www.covergo.com/
https://wesurance.com.hk/
http://www.qfpay.com/
https://www.ixfintech.com/
https://www.transinhk.com/
https://www.reap.global/
https://www.midpoint.com/
https://www.findsolutionai.com/
https://www.gini.co/
https://www.clare.ai/
https://www.mediconcen.com/
https://www.polydigi.com/
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情報出所：香港創新科技署及び傘下研究機構のウェブサイトの公開資料に基づいて整理 

 2015年に設立された香港創新科技局は傘下の創新科技署、創新科技科、政府資訊科技総監弁公室、効率促進弁公室と共に、香港のスタートアップ・イノベ

ーション産業政策の制定・実施、産学官連携の推進、関連産業発展の促進、香港の競争力および市民の生活クオリティの更なる改善を推進していく。 

香 

港 

創 

新 

科 

技 

局 

創新科技課 

政府資訊科技総監
弁公室 

創新科技署 

InnoHK 

イノベーション
プラット    
フォーム 

香港研究開発 
センター 

自動車部品研究開発センター 

香港応用科技研究院 

物流・サプライチェーン     
多元技術研究開発センター 

ナノ技術及び先進技術 
研究院 

紡績及びアパレル 
研究開発中心 

創新・科技 

諮詢委員会  

漢方薬研究及び 
発展委員会 

効率促進弁公室 

創新、科技および
再工業化委員会 

2006年  

設立 

Health@InnoHK(製薬関連)
とAIR@InnoHK(人工智能と
ロボット関連)は2019年下

半期に設立予定 

情報及び通信産業政策の 
実施と主導 

関連政策の実施、科学研究と
イノベーション活動の推進 

香港イノベーション発展と再工業
化における提案を政府に提出 
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大学1 香港大学                   URL https://www.hku.hk/ 

設 立 1911年創立 QSランキング 第25位（2019） 

研究活動 

 四つの戦略的研究方向 
 １．スマートバイオ＆健康技術(SH)  
 ２．次世代先進技術(FIT) 
 ３．スマートシステム＆持続可能な社会(S4) 
 ４．インテリジェント・データ・Eコマース・自動化（IDEA） 
 研究プラットフォーム 
  ・「卓越学科」分野計画（AOE）   ・主題研究計画（TRS） 
 ・国家重点実験室（五つ） 
 ・多分野にわたる学問による研究センターと研究所70余カ所 
 起業支援 
 ・大学科技初業企業資助計画 
 ・DreamCatchers 

連絡先 創新創業センター(Dendron) https://idendron.hku.hk/ 

大学2 香港科技大学                   URL https://www.ust.hk/ 

設 立 1991年創立 QSランキング 第37位（2019） 

研究活動 

 五つの主要研究分野 
 １．データ科学 ２．持続可能性  ３．公共政策 
 ４．自動システムとロボット    ５．設計思想と起業 
 研究プラットフォーム 
 ・多分野にわたる学問による研究センターと研究所50ヶ所余り 
 ・国家重点実験室（二つ） 
 ・深セン・広州・仏山に三つの研究プラットフォームを設立 
 起業支援 
 ・Be Your Own Boss (BYOB) — one of EC’s flagship seminar series 
 ・HKUST百万創業大会 
 ・Entrepreneur Batting Cage 
 ・香港科技大学創業計画 

連絡先 香港科技大学創業センター：ecenter@ust.hk 

大学3 香港中文大学                   URL http://www.cuhk.edu.hk/ 

設 立 1963年創立 QSランキング 第49位（2019） 

研究活動 

 四つの戦略的研究方向 
 １．中国研究  
 ２．トランスレーショナル医科学 
 ３．情報および自動化技術 
 ４．環境と持続的発展 
 研究プラットフォーム 
 ・国家重点実験室（五つ） 
 ・多分野にわたる学問による研究所30ヶ所余りと傘下の研究セン

ター 
 ・中国大陸、香港および海外大学との共同研究 

連絡先 一般問い合わせ：(852)3942 7000 

香港現地大学 

大学4 香港城市大学                   URL https://www.cityu.edu.hk 

設 立 1984年創立 QSランキング 第55位（2019） 

研究活動 

 三つの重点研究分野 
 １．ヘルス関連 
 ２．デジタル社会関連 
 ３．スマートシティ関連 
 研究プラットフォーム 
 ・研究所2ヶ所、研究センター20ヶ所 
 ・二つの国家重点実験室（テラヘルツ波とミリ波、海洋公害）、 
  一つの国家工程研究センター 
 起業支援 
 ・the Outstanding Research Award Scheme 

連絡先 研究開発事務所：(852)3442 6856  

https://www.hku.hk/
https://idendron.hku.hk/
https://www.ust.hk/
http://www.cuhk.edu.hk/
https://www.cityu.edu.hk/
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大学5 香港理工大学                   URL https://www.polyu.edu.hk/ 

設 立 1937年創立 QSランキング 第106位（2019） 

研究活動 

 代表的な研究プロジェクト 
 ・カメラポインティングシステム、がん治療用新薬、新型ウイルス、 
  高耐薬品性ウイルス、高耐毒性ウイルス、光ファイバー関連など 
 研究プラットフォーム 
 ・二つの国家工程技術研究センターの香港支部 
 ・国家重点実験室（二つ） 
 ・多分野にわたる学問による研究センターと研究所約40ヶ所 
 起業支援 
 ・理大微型基金計画 
 ・上海市大学生科技創業基金会-理大專項基金 
 ・理大科技領航基金計画(TLF) 
 ・学生創業概念検証基金計画 

連絡先 創業発展：(852) 3400 2708 ife.entdev@polyu.edu.hk 

大学6 香港浸会大学                   URL https://www.hkbu.edu.hk 

設 立 1956年創立 QSランキング 第277位（2019） 

研究活動 

 三つの重点研究分野 
 １．クリエイティブメディア 
 ２．ヘルスケアと薬物研究 
 ３．データ分析と人工知能 
 研究プラットフォーム 
 ・国家重点実験室（環境と生物分析） 
 ・研究所11ヶ所と研究センター25ヶ所 
 起業支援 
 ・起業支援と育成計画（BEST） 
 ・HKBU TSSSU  

連絡先 起業関連：(852) 3411 8098 kto@hkbu.edu.hk 

香港政府関連の主要研究機関 

研究機構1 自動車部品研究開発センター  https://www.apas.hk/ 

連絡方法  電話：(852)2788 5333  メール：apas_info@hkpc.org 

概 要 

 産学官連携で研究成果の産業化を推進し、自動車部品産業の     
発展を促進する。 

 主要研究成果 
１．グリーン運輸 
PHEVバス、電動16Ｔフックトロリー、電動車無線充電器、 
バッテリーマネジメントシステム、電動自動車快速充電装置等 
２．スマート交通 
LEDランプ、公共車両用安全と乗客情報システム、搭載可能なコンソ

ール設計基盤など 
３．材料・製造 
微発砲射出成形と共有成形結合技術、アルミチタン金属粉末合成 
 特許件数―31件 

研究機構2 
物流・サプライチェーン多元技術研究開発センター 
https://www.lscm.hk 

連絡方法  電話：(852) 2299 0551  メール：info@lscm.hk 

概 要 

 香港大学、香港中文大学と香港科技大学が協力運営 
 重点研究分野： 
 １．イノベーション技術体系基礎施設 
 ２．IoT及びRFID技術 
 ３．位置情報サービス（LBS）技術 
 ４．物流及びサプライチェーン分析と応用 
 ５．サプライチェーンセキュリティ（検証/物流安全） 
 ６．金融サービスとEコマース技術 

https://www.polyu.edu.hk/
https://www.hkbu.edu.hk/
https://www.apas.hk/
https://www.lscm.hk/
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研究機構3 ナノ技術及び先進技術研究院 www.nami.org.hk 

連絡先 電話：(852) 3511 3453 メール：bizdev@nami.org.hk 

概 要 

 市場需要のあるナノ技術と先進材料の研究開発とその商品化を 
推進する。 

 重点研究分野： 
 １．エネルギー：エネルギー生産と貯蔵、省エネルギー 
 ２．電子：LEDoS、高熱伝導性固体結晶ゴム、量子ドット、シリコ 
      ンナノインク及び関連印刷技術、印刷有機LED 
 ３．建築：ビル塗装、先進建設材料、資源回収と再利用 
 ４．環境保全：工業廃水処理と大気浄化、機能性塗装と表面処理 
        技術、回収再生技術 
 ５．保健：予防、検査、製剤 
 特許件数―47件 

研究機構4 繊維アパレル研究開発センター http://www.hkrita.com/ 

連絡先 電話：(852)2627 0180 メール：info@hkrita.com 

概 要 

 香港理工大学が運営。理工大学の繊維アパレル学部と関連技術パ
ートナーの研究人材を集約し、香港および中国国内向けに全面的
な化学技術上の支援を提供する。 

 重点産業： 
  紡績品、服装、皮革と靴下 
 支援産業：化学工程、機械、電子、マーケティング、貿易、財務、 
      法律と物流 
 潜在産業：ウェアラブル導電紡績品、バイオ医薬用紡績品と設備 
 特許件数―約180件 

研究機構5 香港応用科技研究院  https://www.astri.org/ 

連絡先 電話(852)3406 2800  メール: corporate@astri.org 

概 要 

 研究実験室、研究開発機構と産業連盟などと連携する形式で、内
陸およびその他地域のパートナーと研究機構と共同で新たな協力
プラットフォームと提携モデルを構築し、相互の情報交換と技術
共有を促進する。 

 七つの研究開発分野 
 １．混合信号システムIC、２．Advancedデジタルシステム 
 ３．電子部品      ４．インテリジェントセンシング技術 
 ５．インテリジェントソフトウェアとシステム 
 ６．セキュリティおよびデータ科学 
 ７．通信技術 
 五つの重点的技術応用分野： 
 フィンテック、スマートシティ、次世代通信ネットワーク、 
 インテリジェント製造、ヘルスケア技術 
 国家専用集積電気回路系統工程技術研究中心香港分中心 

 前記五つの香港創新科技署傘下の研究開発機構のほかに、香港大学、

香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学、香港浸会大学をはじめ

とする現地大学も傘下に研究所と研究開発センターを設け、産官学間

の共同開発と産業化を推進している。 

http://www.nami.org.hk/
http://www.hkrita.com/
https://www.astri.org/
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番号 
インキュベーター・ 
アクセラレーター 

運営機構 得意分野 援助規模 参考URL 

1 ABLAZE 
Ablaze Idea Lab  
New Media Group 

デジタル広告と媒体、コンテンツマー
ケティング、消費財・サービス、マー
ケット・電子商取引、ターゲット分析
と測定（旅行、飲食、ファッション・
ライフスタイル、美容、子供教育） 

約HKD500,000 http://www.ablazeidea.com 

2 BRINC LTD BRINC LTD 
IoT &接続設備、 
ドレーン・ロボット関連 

ファンドにより
異なる 

https://www.brinc.io 

3 BETATRON 
IC Studio, Mindworks, 
VECTR,Cocoon IGNITE, ARIA,Incu-
Lab 

物流、電子商取引、SaaS、ゲーム、
AR/VR、Fintech、IoT、モバイル、 
保健、旅行 

US$30,000 https://www.betatron.co 

4 COCOON INCUBATION Cocoon IGNITE 
ソフト・ハードウェア、SNS、小売・
教育技術、医学、設計など 

非固定 
https://www.hkcocoon.com/incubatio
n.html 

5 
CYBERPORT INCUBATION 
PROGRAMME 

香港数碼港管理有限公司 
Fintech、AI・ビッグデータ、eコマ

ース、教育技術、IoT/ウェアラブル設
備、esport、ICT関連 

最高HKD33万 
http://www.cyberport.hk/en/about_c
yberport/cyberport_entrepreneurs 

6 Entrepreneur First 
LinkedIn、Deepmind、PayPal創業
者など 

ロボット、AIなど多岐分野 
月HKD3万 
HKD45万 

https://www.joinef.com 

7 Eureka Nova New World Group スマートリテール ― https://www.eurekanova.com 

8 
FASHION INCUBATION 
PROGRAMME (FIP) 

Hong kong design centre 
ファッションデザイナーと設計企業 
（毎年15人限定） 

約HKD73万 http://hkagf.org 

9 
FINTECH INNOVATION LAB BY 
ACCENTURE 

FinTech Innovation Lab Asia-
Pacific  

ビッグデータ分析と予測モデリング関
連、インフラ施設と運営技術、保険、
支払と業務処理、リスクマネジメント、
セキュリティ、中小企業銀行・貸付 

約US$94,000 
http://www.fintechinnovationlab.co
m/asia-pacific/ 

10 
Global Acceleration Academy 
(GAA) 

Global Acceleration Academy 
(GAA)、Moët Hennessy Asia 
Pacific、HKSTP 

AI、機械学習、データ分析 非固定 

https://www.hkstp.org/en/about-
us/event-and-activities/global-
acceleration-academy-crafting-
luxury-experience-1-mar-2019-31-
may-2019/ 

11 
HKAI LAB ACCELERATOR 
PROGRAM 

HKAI Lab、Alibaba Hong Kong 
Entrepreneurs Fund、SenseTime 

AI、データ関連 約US$100,000 https://www.hongkongai.org 

情報出所：startmeup HK 2019、各プレイヤーサイトの公開情報に基づいて整理 

http://www.ablazeidea.com/
https://www.brinc.io/
https://www.betatron.co/
https://www.hkcocoon.com/incubation.html
https://www.hkcocoon.com/incubation.html
http://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_entrepreneurs
http://www.cyberport.hk/en/about_cyberport/cyberport_entrepreneurs
https://www.joinef.com/
https://www.eurekanova.com/
http://hkagf.org/
http://www.fintechinnovationlab.com/asia-pacific/
http://www.fintechinnovationlab.com/asia-pacific/
http://www.fintechinnovationlab.com/asia-pacific/
http://www.fintechinnovationlab.com/asia-pacific/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hkstp.org/en/about-us/event-and-activities/global-acceleration-academy-crafting-luxury-experience-1-mar-2019-31-may-2019/
https://www.hongkongai.org/
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番号 
インキュベーター・ 
アクセラレーター 

運営機構 得意分野 援助規模 参考URL 

12 HKSTP-Incu-App計画 HKSTP 
電子、グリーンテクノロジー、情報通信技術、
資材と精密加工 

最高HKD86万 
https://www.hkstp.org/en/how-we-
serve/incubation-programmes/incu-app/ 

13 HKSTP-Incu-Bio計画 
 Biomedical Technology 
Cluster (BMT) 

バイオ技術 最高HKD600万 
https://www.hkstp.org/en/how-we-
serve/incubation-programmes/incu-bio/ 

14 HKSTP-Incu-App計画 HKSTP 
電子、グリーンテクノロジー、情報通信技術、
資材と精密加工 

最高HKD129万 
https://www.hkstp.org/en/how-we-
serve/incubation-programmes/incu-tech/ 

15 INFINITI LAB INFINITI LAB カーデザイン 非固定 https://www.infiniti.com 

16 Kaleidoscope Lab Hongkong Shanghai Hotels 高級ホテル向けの技術イノベーション 非固定 
https://www.hshgroup.com/en/about/kaleid
oscope-lab 

17 LIME HK LIME HK デジタル、テクノロジー関連 約US$100,000 https://www.limehk.co/ 

18 Moment Accelerator MOMENT fintech 
ブロックチェーン、サイバーセキュリティー、
AI 

非固定 https://momentfintech.com 

19 Nest Nest 
フィンテック、健康技術、 
スマートシティ 

非固定 https://nest.vc/innovation/programmes 

20 
SOW ASIA’S I2I 
ACCELERATOR PROGRAMME 

 SOW (Asia) Foundation 
Limited 

貧困援助、教育、医療、環境、高齢化社会問
題 

非固定 http://www.sowasia.org 

21 SPRINTER HKSTP、HSBC、HKBAN共同 
香港現地の技術系企業、 
エンジェル投資家とそれを目指す個人 

非固定 http://sprinter.hk 

22 STARS PROGRAMME 香港創業委員会 スマート技術およびエコハウス関連 最高HKD1,000万 https://www.startup.org.hk 

23 SUPERCHARGER 

Standard Chartered Bank, 
Fidelity International, 
Cyberport, Microsoft, HKEX, 
VISA, Baker & Mckenzie, 香
港大学など 

決済処理、セキュリティ/詐欺対応、規制・
コンプライアンスソリューション、ビッグデ
ータと解析論、貸金、資産と資産管理製品、
ビットコイン・仮想通貨、P2P貸付、クラウ
ドファンディング、インテック  

非固定 https://www.fintechsupercharger.com 

24 THE CAGE Lane Crawford Joyce Group 

ファッションとライフスタイルリテール関連
技術（AI/ビッグデータ、ニューリテーリン
グ、マーケティングスキル、サプライチェー
ン物流とブロックチェーン） 

約HKD5万 
 

http://thecage.io 

25 THE STILE INITIATIVE JumpStart Media 限定無し 約US$100,000 https://www.stileapac.com 

情報出所：startmeup HK 2019、各プレイヤーサイトの公開情報に基づいて整理 

https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
https://www.hkstp.org/en/how-we-serve/incubation-programmes/incu-app/
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名称1 The Work Project                            

住  所 
15/F SOUNDWILL PLAZA II - MIDTOWN, 1-29 TANG LUNG STREET, 
CAUSEWAY BAY 

面  積 30,000㎡ 連絡先電話 (852)3896 1000 

基本設備 
・会議室、最大収容100人のイベントホール、コーヒーバーなど 
・日間HK$350以上、ホットデスク（月間HK$4,450～） 
 独立事務室（HK$5,600～/人・月間） 

URL https://theworkproject.com/hk 

名称2 WEWORK（9カ所）                           

住 所 
ICC、LKF Tower、Two Harbour Square、New Street、Bonham Strand、
Mass Mutual Tower、Lee Garden One、Tower 535、14 Taikoo Wan Rd 

面 積 連絡先電話 URL参照 

基本  
設備 

・全世界に287拠点あり、Naked Hubと合併。 
・日間（HK$350～）、ホットデスク（月間HK$3,500～） 
 独立事務室（HK$7,200～/人・月間) 

URL https://www.wework.com/ 

名称3 The Loft                           

住  所 
3rd Floor, Tontex Industrial Building,  2-4 Sheung Hei Street, 
San Po Kong,  Kowloon, Hong Kong 

面  積 6,000㎡ 連絡先電話 (852)3905 1000  

基本設備 
・日間（HK$150）、ホットデスク（月間HK$1,200） 
 独立事務室（HK$4,000/人・月間) 

URL http://www.theloft.com.hk/ 

名称4 Metro Workshop（6カ所）                           

住  所 Central、Admiralty、Wan Chai、Tin Ha,、Kwai Chung 

連絡先 （852）3955 8550    Email：info@metroworkshop.com.hk 

基本設備 
・Kwai Chungスペース 
 ホットデスク（月間HK$1,000～2,500） 
 独立事務室 （HK$3,000～6,000/人・月間) 

URL https://www.metroworkshop.com.hk/ 

名称5 Campfire（5カ所） 

住  所 TaiKoo、Kennedy Town、Wong Chuk Hang、Causeway Bay、Quarry Bay 

連絡先 hello@campfire.work 

基本設備 
・5か所でそれぞれのスタートアップ支援を提供。 
・プランによって異なり、1人・月間HK$2,950～5,550 

URL https://campfire.work/ 

名称6 Ooosh For Startups（2カ所） 

住  所 Causeway Bay、Cheung Sha Wan 

連絡先 
Causeway Bay(852)2155 0999、Cheung Sha Wan(852)2785 8588 
ask@ooo.sh 

基本設備 ・1人/月間HK$1,200～ 

URL https://www.ooo.sh/ 

https://theworkproject.com/hk
https://www.wework.com/
http://www.theloft.com.hk/
https://www.metroworkshop.com.hk/
https://campfire.work/
https://www.ooo.sh/
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名称8 Spaces.（5か所）                         

住  所 
Sun houd(Sheung Wan)、Wai Yip Street(Kwun Tong) 、Hennessy 
Road（Wan Chai）、Lee Garden(Causeway Bay)、 

連絡先 

基本設備 
・アムステルダム（オランダ）よりの投資 
・顧客ニーズによってホットデスク、事務室、イベント場所を提供 
・ホットデスク：1人/月間HK$5,000～ 

URL https://www.spacesworks.com/ 

名称7 Playground.work（2カ所）                           

住  所 Sheung Wan、Diamond Hill 

連絡先 Sheung Wan(852)3897 9666、Diamond Hill(852)3897 9668 

基本設備 
・ホットデスク（月間HK$1,500～2,500） 
・固定デスク （月間HK$3,300～5,000) 

URL http://www.playground.work/ 

名称10 the Desk（4カ所）                          

住  所 
United Centre(Admiralty)、Leighton Centre/One Hysan 
Avenue(Causeway Bay）、Sai Wan 

連絡先 info@thedesk.com.hk  

基本設備 
・日間（HK$300～）、ホットデスク（月間HK$4,500） 
・独立事務室（HK$13,000/人・月間) 

URL https://www.thedesk.com.hk/ 

名称9 Lion Rock 72（香港科技園内）                         

住  所 香港九龍塘達之路創新中心1階 

面  積 約10,000㎡ 連絡先電話 （852)2629 6613 

基本設備 ・2016年に香港科技園内に設立したスタートアップ支援施設 

URL 
https://www.hkstp.org/zh-hk/how-we-serve/pre-incubation/lion-
rock-72-co-working-space/ 

情報出所：香港現地の公開情報に基づいて整理 

付注：上記の主要コワーキングスペースのほかにも、下記の現地サイトで関連情報を入手可能。 
   Hong Kong Coworking Space Platform http://co-working.com.hk/shop/view.php?sid=70  

https://www.spacesworks.com/
http://www.playground.work/
https://www.thedesk.com.hk/
https://www.hkstp.org/zh-hk/how-we-serve/pre-incubation/lion-rock-72-co-working-space/
https://www.hkstp.org/zh-hk/how-we-serve/pre-incubation/lion-rock-72-co-working-space/
https://www.hkstp.org/zh-hk/how-we-serve/pre-incubation/lion-rock-72-co-working-space/
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https://www.hkstp.org/zh-hk/how-we-serve/pre-incubation/lion-rock-72-co-working-space/
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https://www.hkstp.org/zh-hk/how-we-serve/pre-incubation/lion-rock-72-co-working-space/


Copyright © 2019 JETRO. All right reserved. 23 

主催機構 支援基金・援助計画 援助対象 援助規模 

政 
府 
系 

香港 
創新科技署 

創新
及び 
科技
基金 

創新および科技支援スキーム 現地公営科学研究機構と研究開発機関 非公開 

企業支援スキーム 現地私営企業の研究開発 最高HKD1,000万 

投資研究開発資金払い戻しスキーム 
私営企業の科学研究文化、指定する公営科学研究機構によ
る共同研究開発プロジェクト 

研究開発支出の40％を払い戻
し 

粵港科技合作資金補助スキーム 広東と香港地域の科学技術研究開発 最低研究開発コストの10％ 

大学川中研究開発スキーム 大学の川中関連研究開発プロジェクト 
独立：最高HKD500万 
共同：最高HKD1,000万 

大学テクノロジースタートアップ企業資
金補助スキーム 

香港6大学研究チームが設立する 
スタートアップ企業 

1大学あたり：最高HKD800万 
1企業あたり：最高HKD150万 

特許出願資金補助スキーム 
今まで特許出願歴のない現地登記法人、香港永久居民また
は最短七年以上滞在予定の香港居民 

最高HKD25万 

創科創投基金（創科創投基金会社より運営） 現地私営企業のイノベーションスタートアップ企業 規定なし 

創科生活基金 https://fbl.itb.gov.hk/  
香港社会福利署が援助する非政府機構 
（日常生活、教育、環境、健康、安全、交通等） 

最高認証済プロジェクト総支
出90％またはHKD500万 

商務・経済発展局 専業服務発展資金補助スキーム 非営利性専門団体、工商機構と研究所 最高HKD200万 

創意香港専責弁公室 創意智優スキーム 香港現地イノベーション企業 明記なし 

香港設計中心 デザイン起業訓練スキーム 
製品設計、アパレル設計、真珠設計、内装設計、ブランデ
ィング、包装設計、視覚・空間、媒体・メディアなど 

最高HKD26万 

政 
府 
協 
力 
機 
構 

数碼港 

数碼港投資起業基金（CMF） 数碼港傘下のスタートアップ企業と卒業、Smart-Space企業 HKD100～2,000万 
数碼港創意微型基金（CCMF） 満18歳の香港永久居民、香港現地有限会社 HKD10万 

数碼港訓練スキーム 
デジタル技術製品、サービスソリューション関連スタート
アップ企業（香港現地会社限定） 

最高HKD50万 

数碼港アクセラレーター支援スキーム 海外市場開拓と投資を目指す構内育成企業または卒業企業 最高HKD30万 
数碼港・大学協力パートナースキーム フィンテックをメインとするスタートアップ計画 数碼港創意微型基金HKD10万 

科技園（HKSTP） 
HKSTP起業訓練スキーム（Incu-App、Incu-Bio、
Incu-App） 

園内の電子、グリーンテクノロジー、情報通信技術、資材
と精密加工、バイオ技術企業 

分野ごとに最高HKD86～600万 

大学系 

香港大学 
Technology Startup Support Scheme for 
Universities at HKU 

当校教授、全職・兼職学生、卒業から三年未満の学生 最高HKD120万 

香港理工大学
Innovation and 

Technology Commission 
理大科技パイロット基金スキーム 制限なし 最高HKD10万 

香港理工大学、上海市
大学生科技創業基金会 上海市大学生科技起業基金会-理大特別基金 スタートアップ企業 最高人民元10万 
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主要協力ＶＣ 主要投資分野 参照URL 

1 ARBOR VENTURES 医療健康、インターネット、モバイルネットワーク、情報技術、金融決済 https://arborventures.com 

2 ASTER CAPITAL 再生可能資源、エネルギー効率、エコ電子設備、汚染物質排出 https://www.aster.com 

3 FUEL Capital 消費者、市場とインフラ施設 https://www.fuelcapital.com 

4 Intel Capital 
AI、データセンター・クラウド・アナリティクス、5G・通信、自動車技術、
IoT&ロボット、ソフトウェア・セキュリティ、半導体・記録装置など 

http://www.intelcapital.com 

5 IDG Capital Partners 
科学技術、メディアと通信、医療、消費レジャー、先進製造・クリーンエ
ネルギー 

http://www.idgcapital.com 

6 
Sumitomo Corporation 
Equity Asia Limited (SCEA) 

IT、ビッグデータ、サイバーセキュリティ、AIとIoT、デジタルマーケティ
ング、フィンテック、デジタル医療 

https://scequity.com.hk 

7 Tsing Capital  
エネルギー効率、環境保全、クリーン資源、新材料、持続可能な農業、持
続可能なモビリティ、インテリジェントテクノロジー 

http://www.tsingcapital.com 

8 SWK Capital  グローバル医療保険を中心とするライフサイエンス分野 https://www.swkhold.com 

9 REGATTA 多岐分野にわたる http://www.regattainvest.com 

10 SEQUOIA Capital 多岐分野にわたる https://www.sequoiacap.com 

11 MITSUI GLOBAL INVESTMENT 光通信学関連、バイオテクノロジー、ヘルスケアIT、SaaS分野 http://www.mitsui-global.com 

12 ORCHID ASIA 
参入障壁の高い消費財とサービス、ハイテク技術、医療、委託生産サービ
ス 

http://www.orchidasia.com 

 香港政府および大学から提供するスタート・イノベーション関連基金のほかにも、多くのベンチャーキャピタル（VC）法人が香港に進出し、香港現地企

業向けに、起業に必要な資金を提供している。そのうち、香港科技園、香港数碼港管理会社と提携している主要VCは下記のとおりである。 

香港科技園投資ネットワークの主要ＶＣ会社 

情報出所：香港科技園および各ファンド会社の公式ウエブサイトに基づいて整理 

https://arborventures.com/
https://www.aster.com/
https://www.fuelcapital.com/
http://www.intelcapital.com/
http://www.idgcapital.com/
https://scequity.com.hk/
http://www.tsingcapital.com/
https://www.swkhold.com/
http://www.regattainvest.com/
https://www.sequoiacap.com/
http://www.mitsui-global.com/
http://www.mitsui-global.com/
http://www.mitsui-global.com/
http://www.orchidasia.com/
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No. 主要協力ＶＣ 参照URL No. 主要協力ＶＣ 参照URL 

1 500 Startups https://500.co 9 
Star Magnolia Capital 
Limited 

http://www.starmagnoliacapital.com 

2 Delta Captial https://www.delta-capital.com 10 UBM China https://www.ubm.com 

3 Knowledge Captial Association https://kc-i.jp 11 TiE Hong Kong Limited https://hub.tie.org/c/tiehongkong 

4 Red Chapel Advisors http://www.redchapeladvisors.com 12 上海市大学生科技創業基金会 http://www.stefg.org 

5 Lightbulb Capital (Hong Kong) Limited https://www.lightbulbcap.com 13 InnoSpring, Inc. http://www.innospringus.com 

6 HedgeVista Limited https://www.hedgevista.com 14 Formation 8 http://formation8.com 

7 Dynamic Capital Partners Asia Ltd https://dynamicfunds.com 15 Click Ventures Limited http://www.clickvfund.com 

8 Radiant Venture Capital Ltd http://www.radiantvc.com 16 
Blue Sea Capital (Asia) 
Limited 

http://blueseacapital.com 

 2017年11月1日、香港数碼港管理会社は「数碼港起業投資フォーラム」を開催し、「香港数碼港投資網絡（Cyberport Investors Network）」の設立

を発表、多岐分野の投資家、ファンド、投資会社を誘致している。 

香港数碼港の主要協力VCリスト 

情報出所：香港数碼港管理会社ウエブサイトに基づいて整理 

https://500.co/
http://www.starmagnoliacapital.com/
https://www.delta-capital.com/
https://www.delta-capital.com/
https://www.delta-capital.com/
https://www.ubm.com/
https://kc-i.jp/
https://kc-i.jp/
https://kc-i.jp/
https://hub.tie.org/c/tiehongkong
http://www.redchapeladvisors.com/
http://www.stefg.org/
https://www.lightbulbcap.com/
http://www.innospringus.com/
https://www.hedgevista.com/
http://formation8.com/
https://dynamicfunds.com/
http://www.clickvfund.com/
http://www.radiantvc.com/
http://blueseacapital.com/
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援助資金名・援助計画 援助対象 援助規模 

創新・ 
科技基金 

再工業化及び科学技術訓練スキーム（2018年8月） 
現地企業の高度科学技術人材育成スキーム 
（工業4.0関連） 

最高HKD50万（年間） 

科学技術人材入境スキーム 

資格認証の科学技術会社機構、科技園と数碼
港管理会社へ入居の法人 
（バイオ、AI、サイバーセキュリティ、ロボ
ット、データ分析、フィンテック、材料科
学） 

― 

研究員スキーム 

創新及び科技基金研究員スキーム（PR-
ITF） 

創新及び科技基金援助対象の研究開発機構の
の現地大学生雇用 最多2名の同時雇用可能 

最長実習期間：36ヶ月 
最高補助金：HKD18,000/人・月 
      HKD21,000/人・月 

科技園と数碼港育成企業とスタートアッ
プ企業向け研究員スキーム(PR-SPC) 

科技園或いは数碼港の育成企業あるいは   
イノベーション運営業者の現地大学生雇用 

創科創投基金援助対象者向けの研究員ス
キーム (PR-ITVF) 

創科創投基金と共同投資する現地スタートア
ップ企業の現地大学生雇用 

博士専才庫
（2018年8月） 

創新及び科技基金 博士専才庫（PH-
ITF） 

― 

最多2名博士の同時雇用可能 
最長雇用期間：36ヶ月 

最高補助金：HKD32,000/人 

科技園会社と数碼港 博士專才庫(PH-SPC) 
科技園或いは数碼港の育成企業あるいは   
イノベーション運営業者 

創科創投基金援助対象者向け博士專才庫 
(PH-ITVF) 

創科創投基金と共同出資する現地スタートア
ップ企業 

数碼港 数碼港創科職業実習スキーム 香港現地の科学技術人材の育成 未公開 

 香港現地の科学技術研究開発を推進し、海外の優秀人材を育成・誘致するため、香港政府は創新・科技基金の傘下に「研究員スキーム」、「博

士専才庫」、「再工業化及び科学技術訓練スキーム」、「科学技術人材入境スキーム」などの支援政策を導入している。 

情報出所：香港創新科技署、創新科技署局ウエブサイトに基づいて整理 
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フィンテック 

香港政府のフィンテック発展政策： 

•人工知能 (AI)― 現代金融戦略への応用を推進 

•ブロックチェーン 

 ―“概念検証(Proof of Concept)”の応用事例『貿易聯動』   

•サイバーセキュリティ 

•金融管理テクノロジー―香港大学を専門研究機関とし、欧州

・オーストラリア現地機関と協力し、今後の発展を模索 

•保険関連テクノロジー  

•アセットマネジメント業―ロボットアシスタントや資産管理

分布に関する法律規定の整備化による同産業の更なる発展 

 香港は中国国内の産業政策方針の「先導地区」。最新動向を通じ

て今後の中国の産業発展トレンドを見通すことが可能。 

 国際金融業界を熟知する香港現地の専門金融人材の活用が可能。 

 香港現地および中国国内から香港市場へ進出した起業者・スター

トアップ企業と協力し、中国市場向けの研究開発可能性あり。 

 香港資本市場を通じ、中国フィンテックイノベーション企業及び

起業者を発掘・育成・買収し、最終的には中国市場開拓の実現の

可能性あり。 

 新しいフィンテック構想や新規アイディアの応用試験区。 
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AI・ロボット 

香港AI・ロボット産業発展政策： 

•2018-2019香港政府予算約100億元 

 -人工知能と医療テクノロジーに投入 

•『香港人工知能およびデータ実験室（HKSTPC）』設立 

 -香港科技園、アリババと商湯科技サイバーセキュリティ 

•香港人工知能とロボット学会（HKSAIR）の設立 

 -2018年8月に香港科技大学に設立。産学官協力による産業発展 

 香港は中国国内の産業政策方針の「先導地区」。最新動向を

通じて今後の中国の産業発展トレンドを見通すことが可能。 

 香港資本市場を通じ、中国AI・ロボット関連のスタートアッ

プ・イノベーション企業及び起業者を発掘・育成・買収し、

中国市場向けの研究開発を行うことへの可能性あり。 

 深セン市のロボット産業集積地としての優位性を利用し、新

しい製品構想やサービスアイディアのテスティング・試作・

量産化の実現可能性あり。 

 2017年、ロボット及びロボット関連コア部品会社約600社（そのうちロボット製造企業156社）、

ロボット産業生産高約1,000億元で同期比32.4％増加、工業付加価値約275億元 

 現地関連法人：EPSON、FANUC、Universal Robots、 Ing Danなどの工業・民間用ロボット、   

大疆科技（DJI：大手ドローン製造会社) 

情報 
技術 
人材 

資金 
調達 

試作 
製造 
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バイオ医薬 

香港バイオ医学発展政策： 

•2018-2019香港政府予算約100億元 

 -医療テクノロジーと人工知能に投入 

•香港科学園『生物医薬科技支援センター』 

 -2009年に設立。薬物治療学・診断学・医療設備を提供。 

•中国大陸のバイオ医薬業者の香港上場規制の緩和 

 -2018年7月時点で2社が正式に上場済み、7社が上場申請 

 呼吸器系の疾患や漢方薬などの得意分野で、香港現地大学や

研究機構との共同研究開発の実施可能性あり。 

 香港資本市場を通じ、中国バイオ医薬関連のスタートアップ

・イノベーション企業及び起業者を発掘・育成・買収するこ

とで、中国市場向けの研究開発に可能性あり。 

 広州市のバイオ医薬基地としての相対的優位性を活用し、中

国国内臨床データの収集や市場開拓の可能性あり。 

 2021年、広州市バイオ医薬産業規模5,000億元、工業付加価値1,200億元、対GDP4％。 

 広州市には中山大学、南方医学大学などの各綜合大学と医学関連教育機構26カ所、中国科学院広

州生物医薬と健康研究院、呼吸疾病研究所などの科学研究機構133ヶ所、 広州再生医学と健康広

東省実験室など重点実験室158ヶ所がある。 

 市内にはAクラスの病院が61ヶ所あり、豊富な臨床応用データを確保。 

 

情報 
技術 
人材 

資金 
調達 

臨床実験 
臨床データ 
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スマートシティ 

香港スマートシティ発展政策： 

•2017年に『香港スマートシティブループリント』発表 

 -スマート交通：運輸システムと交通管理、バスステーション・ 

        駐車場、スマート空港建設 

 -スマート生活：Wi-Fi普及、デジタル支払、デジタル個人身分証、 

        高齢者・身体障がい者支援、支援医療サービス 

 -スマート環境：大気行動計画2030、グリーン・インテリジェント 

        建築物とエネルギー効率、廃棄物管理、汚染観測 

 -スマート市民：若者人材育成、イノベーションと起業文化 

 -スマート政府：データ開放、インフラ施設、科学技術応用 

 -スマート経済：イノベーション強化による既存経済支柱の強化、 

        シェアリングエコノミー、新しい経済支柱の発展 

 香港は中国国内の産業政策方針の先導地区とも言われ、最新

動向を通して中国今後の発展トレンド洞察が可能。 

 香港資本市場を通じ、中国スマートシティ関連のスタートア

ップ・イノベーション企業及び起業者を発掘・育成・買収す

ることで、中国市場向けの研究開発が実現できる可能性有。 

 大湾区中国側の巨大な潜在市場の開拓。 

情報 
技術 
人材 

資金 
調達 

巨大市場 
応用実践 

 有力な経済発展地域 

 巨大な潜在消費市場 

域内総生産８兆１０４８億元、広東省ＧＤＰ総額の８割 

常住人口６,１５０万人、同期比約１５５万人増（1.58％増） ☞
☞


