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香港貿易発展局 Hong Kong Trade Development Council

◼1966年に香港の法令に基づき設立された準政府系機関

◼香港と海外各地との間の双方向の貿易促進を担う

◼世界50ヶ所（中国本土13ヶ所）に拠点を擁し、日本では
1971年に東京事務所、1981年に大阪事務所を開設

◼香港における国際展示会・国際会議（年間合計約40本）を主
催するほか、香港・中国へのミッション団の派遣、香港・中国
からのミッション団の受け入れ、貿易引合業務、ビジネスマッ
チング（有料）、ビジネスアドバイザリーサービス（無料）、
O2Oビジネスプラットフォームなどを提供
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B2Bの電子商取引プラットフォーム
hktdc.com Sourcing

◼公的機関が運営する安心のプラットフォーム、リーズナブルな利用料

◼世界50ヶ国・地域に広がるネットワークによるDBの蓄積とサポート体制

◼メインユーザーは国際展示会で定期的に買付を行っている優良バイヤー

◼バイヤーの閲覧履歴から需要を分析しSEO向上に役立つダッシュボード

◼ Googleの最新AIの導入により、商品のアップロードが直観的で便利に

◼サプライヤーとバイヤー双方が安心して取引できる独自の評価システム

◼世界の調達トレンドや需要に応じたテーマ別プロモーションやキャンペーン
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期間限定のバーチャル展示会

SSWGO
2020年7月
（12日間）

ASWO
2020年11月
（12日間）

ISS
2021年3月
（15日間）

出展者数 バイヤー数 オンライン
閲覧総数

（国・地域） （国・地域） 商談数

SSWGO 1,300 (14) 13,000 (118) 4,500 31,000

ASWO 2,600 (33) 27,000 (132) 9,000 65,000

ISS 1,455 (20) 23,000 (131) 7,400 44,000

累計 5,355 63,000 20,900 140,000

◼ Virtual 3D Booth
◼ Click2Match：サプライヤーからお薦め

バイヤーにアプローチできるシステム
◼ ブース位置による優劣がない
◼ 真剣且つ調達意向が強いバイヤーのみが参画
◼ 時差を克服できれば欧米・アフリカとも商談

可能
◼ 語学力・コミュニケーション力と熱意が鍵
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2022年1月開催Spring Shopping Festの場合

消費者のニーズに応えるための多種多様なテーマ

• Baby Essential – ベビー食品、ベビー服、ベビーケア用品、 ベビーカー等

• Fashion & Jewellery – ファッション、アクセサリー、時計、宝飾、眼鏡等

• Gourmet & Wine – 食品、ワイン、お茶、オーガニック食品等

• Health & Beauty – 美容健康商品、ヘルスケア商品、サプリメント等

• Home & Living – 家庭用品、電気製品、台所用品、室内装飾、照明等

• Technologies & Electronics – ガジェット、AV機器等

• Toys & Leisure – 玩具、ゲーム、書籍、スポーツレジャー用品等



新たな
香港国際ライセンシングショー

世界最大のギフトショーとの連携

開催時期を4月末に変更



香港国際ライセンシングショー2022

二つの変更点

これまで毎年1月、日本のお正月休み明け及び成人式の3連休後の時期に
開催していましたが、2022年よりゴールデンウィーク直前となる4月末
に時期を変更して開催することが決定しました。

① ②4月末に日程変更 ギフトフェアとの同時開催

これまで『香港玩具＆ゲームフェア』『香港ベビー用品フェア』『香港
国際文具フェア』の同時開催イベントでしたが、2022年より世界最大の
『香港ギフト＆プレミアムフェア』の同時開催イベントとなります。

開催時期変更のご案内

次回2022年開催日程

4月27日
～

4月29日
ご理解の程何卒よろしくお願いいたします

✔ ✔



香港ギフト＆
プレミアムフェアとは

31 の国と地域から

4,300以上の
出展社

世界最大の

ギフトショー

140の国と地域から

50,000名の
来場者

同時開催の印刷展から

10,000名の
来場者



ギフトフェアのVIPバイヤー

ギフトフェアの主なカテゴリー

Stationery & Paper
Toys & Sporting Goods
Travel Goods & Umbrella
Watches & Clocks
Beauty, Fitness & Well-being
Camping & Outdoor 

他

Advertising Gifts
Corporate Gifts
Fashion Accessories
Figurines & Decorations
Packaging
Party & Festive Items



香港国際ライセンシングショー2021

250+
出展社数

250+
出展社数 500+

プロパティ数

1,100+
オンライン商談数

6,200+
オンライン来場者数



VIPバイヤー

多種多様な業種から
有力なバイヤーが参加



香港・中国本土・アジアを中心とした様々な国地域のバイヤーと商談が可能



約230
件

18社18社

香港国際ライセンシングショー2021

日本の出展社様の国地域別面談先

オンラインビジネスマッチングしたバイヤー数 130社強

53社 44社 15社

7社5社 アメリカ、カナダ、オーストラリア、スペイン、フィンランド、ポルトガル

弊局が手配したオンライン面談数

1社当たり数件から20件以上までさまざま

日本のオンライン出展社数



香港国際ライセンシングショー2022

香港現地はリアル開催 一般来場者も誘致予定

ライセンシングショーの会場はHall1Aを予定しております。今回期間中
すべてのイベント会場をコンベンション＆エキシビションセンターの1階
部分のみ使用する予定となっております。

【同時開催予定イベント一覧】
Hong Kong Gifts & Premium Fair
Hong Kong Houseware Fair
Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair 
Hong Kong Fashion Week       
Hong Kong International Printing & Packaging Fair

香港国際ライセンシングショー2022会場

ホール１A



標準ブース出展料

標準ブース6㎡ USD3,130

標準ブース9㎡ USD4,965

プレミアブース18㎡ USD10,077

標準ブース6㎡ （間口2m×奥行3m） 標準ブース9㎡ （間口3m×奥行3m）

香港政府による出展料助成が適用されます

香港政府の出展助成金が1社あたり
HKD10,000/USD1,282分自動的に適用されますので
実際に発生する出展料は左の価格からUSD1,282の
差額分となります

（例）標準ブース9㎡、1小間での出展
USD4,965ーUSD1,282=USD3,683
標準ブース9㎡、2小間での出展

（USD4,965ｘ2）ーUSD1,282=USD8,648※下記写真に掲載されている備品は上記費用に含まれていますが
壁面印刷及び追加備品発注の際は別途費用発生します

プレミアムブース18㎡ （間口6m×奥行3m）

※香港に現地対応できる代理店やエージェント等がいる場合



カスタムビルドブース出展料

カスタムビルドブース
36㎡、48㎡、60㎡

1㎡あたりUSD380

カスタムビルドブース
72㎡、84㎡、96㎡

1㎡あたりUSD380
追加チャージとして

1㎡あたりUSD38
※別途施工費、備品、電源等費用が発生します

＜過去のカスタムビルドブース出展例＞

香港政府による出展料助成が適用されます

香港政府の出展助成金が1社あたり
HKD10,000/USD1,282分自動的に適用されますので
実際に発生する出展料は左の価格からUSD1,282の
差額分となります

（例）カスタムビルドブース36㎡での出展
（USD380ｘ36）ーUSD1,282=USD12,398

※香港に現地対応できる代理店やエージェント等がいる場合



香港国際ライセンシングショー2022

日本からの参加方法：オンライン



香港国際ライセンシングショー2022

日本からの参加方法



香港国際ライセンシングショー2022

日本からの参加方法



オンラインブース出展料

オンラインブース出展料 1社USD641

＜前回のオンラインブースの様子＞

※オンラインでの開催予定期間
2022年4月27日（水）～2022年5月7日（土）

・プロパティ画像の掲載と動画のアップロードが可能
・出展社とバイヤー間双方から商談リクエストが可能
・メッセージ機能及びオンライン面談ツールも搭載
・当フェアeカタログ上で会社名の掲載
・今回は1社1アカウントのみ配布
（各スタッフ毎アカウントを持つことはできません）

※申込締切：2022年1月28日（金）



オンラインブース追加オプション

香港現地のショーケース

ショーケース出展料 USD400
オンライン出展と併せてUSD1041

※申込締切：2022年1月28日（金）

・ショーケース内の展示作業は弊局スタッフが行います
・ショーケース展示用のサンプルや商品の送料は含みません

BtoB及びBtoCを対象にした現地会場にサンプルや商品等の展示が可能

＜現地展示例＞ ＜ショーケース図面＞※50㎝幅の立方体の大きさを予定しています



申込方法

出展申込書に必要事項を記入しまして東京事務所までご連絡ください

【出展申込書ダウンロードURL】
https://hktdc-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/shmrk_hktdc_org/EUXOGAS0rT1Ng5xVzzXoBowBIcf4tFy3_o
4qPl8a9LZjBw?e=n3U6Ow

※申込締切：2022年1月28日（金）

https://hktdc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/shmrk_hktdc_org/EUXOGAS0rT1Ng5xVzzXoBowBIcf4tFy3_o4qPl8a9LZjBw?e=n3U6Ow


オンラインページについて



Jublia System

Search by Exhibitor

Homegrown 

Hong Kong IPs

Regional 

Pavilions

Global 

Brands



出展社メインページ

メニューバー

動画
1. イベントのハイライト

2. プロモーション
メッセージ

AIにより選定された
お薦めバイヤー

予定されている
オンラインミーティング

*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます



出展社メインページ

トップページ

編集ページ

*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます

メッセージ
ページ

来場者検索

日程管理



検索エンジン

会社別検索 プロパティ別検索

他にも国別、業種別等で検索することを出来ます*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます



その他検索

各項目ごとに設定します

a. 役職

c. プロパティ
の種類

b. 会社

d. 国・地域

AIによるお薦め来場者選定

*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます



出展社ページ

会社及び
プロパティ

動画

プロパティ等
画像

担当者

業種
希望面談先
国・地域

お気に入り登録

機能付

オンライン

ミーティング

リクエスト機能付

*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます



Click2Match
オンライン

ミーティング設定
• Open-to-all (Buyers & Exhibitors)
• By request
• By invitation

メッセージ機能

AIによる面談先
推薦機能



メッセージ機能：

メッセージ
履歴

画像、名刺情報、資料等の共有も可能

*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます



日程管理ページ

面談可能な

時間帯の設定

他ソフトのカ

レンダーとの

同期も可能

*オンラインページのデザイン等は
変更する可能性もございます



お問い合わせ先

香港貿易発展局 東京事務所（担当：丸子）
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4トラスティ麹町6階

TEL：(03)-5210-5850 FAX：(03)-5210-5860

Email：shota.maruko@hktdc.org

mailto:Email：shota.maruko@hktdc.org

