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【人であふれる香港・銅鑼湾のそごう前】 

アフターコロナ ～香港助成金の活用～ 

 香港の実質 GDP 成長率は 2021 年第 1 四半期（1～3 月）に 2019 年第 2 四半

期以来 7 四半期ぶりにプラス成長に転じた。香港政府が、新型コロナウイルス

の感染拡大により大きな打撃を被った経済に対する支援策を次々と打ち出して

きたことが下支えとなっている。 

在香港の日系企業 239社を対象に今

年 4 月に実施された「香港を取り巻く

ビジネス環境にかかるアンケート調

査」（四半期毎に実施）では、香港拠

点の今後の活用について 65.2％の企

業が「これまでと変わらない」もしく

は「規模拡大」と回答した。新型コロ

ナウイルスの影響はもとより、米中関

係の悪化や 2020 年 6 月に施行され

た香港国家安全維持法など大きな

ターニングポイントを迎える中ではあるが、中国政府肝いりの大湾区構想をは

じめ香港の機能強化を期待する声もみられた。 

 最近の新型コロナウイルス感染状況は、政府の水際対策措置やワクチン接種

の進行により落ち着いており、条件付きではあるが強制隔離期間の短縮などが

発表され、徐々にではあるが自由な往来再開に向けた動きが見られる。実際に

ビジネスの現場でも 4月頃から大規模な展示会や見本市が続々と再開している。 

さて、香港には外国企業でも利用ができるさまざまな助成金制度があるのを

ご存じだろうか。その中から日系企業でも利用ができる 3 つの助成金制度を紹

介したい。なお、申請にあたっては注意事項もあることから詳細は公式サイト

を確認いただきたい。 

 まず 1 つ目は企業規模や国籍を問わずあらゆる企業が対象となる「コンベン

ション＆エキシビジョン産業助成金」である。香港法人または海外企業が香港

で開催される展示会を通じて新たな商機獲得を支援するもので、香港貿易発展

局が主催する展示会への出展費用に対する助成を行う。 
 

コンベンション＆エキシビジョン産業助成金  

Convention and Exhibition Industry Subsidy Scheme  

申請資格  香港貿易発展局（HKTDC）が主催する展示会に出展する企業 

助成金額  出展費用の 50％（書類申請不要。出展費用請求時に助成金額を差引） 

助成金上限 
同一の展示会につき、標準ブース 1 小間／1 万香港ドル、出展者あたり 

10 小間／10 万香港ドルが上限 

申込期限  2022 年 6 月 30 日 
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2 つ目は、香港法人が対象となるが日系など外資企業も申請可能な「中小企業

輸出マーケティング基金」である。中小企業が対象で主に香港内外での展示会

等の輸出促進活動への参加費用に対する助成を行う。対象となる展示会にはオ

ンラインも含まれるほか、インターネット上の広告や自社のホームページ作成、

オンラインストア開設など幅広い範囲で助成を受けることができる。 

中小企業輸出マーケティング基金  

SME Export Marketing Fund (EMF)  

申請資格  
香港に登記され、実質的な事業活動を行う中小企業（※）が対象 

※製造業：従業員が 100 名未満、非製造業：従業員が 50 名未満 

対象活動  
香港内および海外で開催される展示会、オンライン展示会、ビジネスミッ

ション等、主に香港以外の市場向け各種媒体での広告宣伝費用など  

対象費用  
展示会への出展費用（ブース内装費用、冊子掲載に伴う費用等も含む）、参

加費用（参加に伴う交通旅費等も含む）、各媒体への広告宣伝費用など 

助成金額  
1 案件あたりの助成金額上限は費用の 50％または 10 万香港ドルのいずれ

か低い方  

助成金上限 1 社あたり 80 万香港ドル（申請件数に上限はなし）  

公式サイト https://www.smefund.tid.gov.hk 
 

最後に紹介する「ブランディングおよび域内販売促進基金」は非上場企業が

対象となり、中国本土または ASEAN や自由貿易協定（FTA）締結地域への市

場開拓や販売促進に対する助成を行う。申請にあたっては事業計画の策定が必

要となるが、助成金額も大きく国際的な競争力向上の一助となる。今年 7 月よ

り助成金の上限が 400 万香港ドル（約 5,600 万円）から 600 万香港ドル（約 8,400

万円）に引き上げられ、同分野における政府の更なる支援体制が明確になった。 
 

ブランディングおよび域内販売促進基金  

Dedicated Fund on Branding, Upgrading and Domestic Sales (BUD Fund)  

申請資格  香港に登記され、実質的な事業活動を行う非上場企業が対象  

対象案件  

(1)中国本土市場向けプログラム  

(2)FTA 市場（ASEAN 含む）向けプログラム  

以下の3つのカテゴリーいずれかに該当するプロジェクト（24ヶ月以内）  

①ブランディング ：ブランドの構築、開発、プロモーションなど  

②事業運営の向上 ：新製品の設計、先端技術導入、生産の自動化など 

③販売促進 ：マーケティング戦略、販売チャネルの確立、広告宣伝など  

助成金額  
プロジェクトに要した費用の最大 50％  

（1 案件あたりの助成金額上限は 100 万香港ドル ） 

助成金上限 1 社あたり 600 万香港ドル（最大 40 案件まで）  

公式サイト https://www.bud.hkpc.org 

アフターコロナを見据え、今回ご紹介した助成金などを最大限に活用しながら

香港を起点とした新たなビジネスチャンスの発掘につなげていただけたら幸い

である。                      （香港支店 森岡） 
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中国の消費動向と日系商業施設 

世界の中でも先行して経済活動が戻りつつある中国では、2021 年 1～6 月の

国内総生産（GDP）成長率は年率 5.3％と堅調な数値となった。経済回復の一つ

の大きな要素であり、国内総生産の約 4 割を占める百貨店・スーパーの売上や

インターネット販売を合算した社会消費品小売総額（小売売上高）は、以下グ

ラフの通り、2021 年に入り前年同月比２桁の増加率で推移している。前年の

2020 年は新型コロナウイルス感染症拡大の消費落込の影響があるものの、一昨

年の 2019 年同時期と比較した 2021 年 1～6 月では 4.4％の増加であり、コロナ

前よりも確実に個人消費は改善されている。 

【出所：中国国家統計局】 

 

 中国商務省は 2021 年 7 月 9 日に 2025 年までのビジネス発展計画を公表し、

社会消費品小売総額を年間 50 兆元（約 850 兆円）に増やす目標を掲げた。今後

消費の伸びが緩やかになることを織り込み、今後 5 年間で年 5％拡大の目標とし

た。2020 年実績値の 39 兆 2,000 億元（約 666 兆円）からすると、2025 年には

10 兆元（約 170 兆円）以上の増加を見込んでいる。商業施設を運営する日系企

業においては、今後大きな伸びが見込めない日本市場ではなく、巨大な市場で

ある中国を狙い、最大の経済都市・上海を中心とした華東地域へ進出が増加。 

 

【主な中国・華東地域の日系商業施設】 

商業施設名称 新規進出年 新規進出地 

上海梅龍鎮伊勢丹百貨 1997 年 上海市 

蘇州泉屋百貨（イズミヤ） 2011 年 蘇州市 

高島屋百貨 2012 年 上海市 

永旺夢楽城（イオンモール） 2014 年 蘇州市 

新世界大丸百貨 2015 年 上海市 

LaLaport 金橋（ららぽーと） 2021 年 上海市 

寧波阪急百貨 2021 年 寧波市 



ASIA＆WORLD 2021 年 8 月号 

 

 5 

 中国において、社会消費品小売総

額に占めるネット販売比率は 2021

年 1～6 月累計で 23.7％となってお

り、5 年前の約 2 倍に拡大している。

「寝そべり族」と呼ばれる消費意欲

が低い若者が増加しているとも言わ

れているが、それに対抗すべく、商

業施設では、特に買い物目的ではな

くても、イベントへの来場などによ

り集客を促す戦略が増加。日系企業

などとの連携も含め、日本製品に対

する信頼感や安心感は依然として高

い。   

 上海に進出している日系商業施設

では、年間 30 万元（日本円約 510

万円相当）以上の買い物実績がある

VIP 会員向けに専用ラウンジを設け、

VIP 専用サービスを展開している。

専用ラウンジを利用する富裕層に対

して、各店舗から店員が出向き、従

来の中国商習慣には無かった日本式

「外商」のような買い物が可能とな

っている。他の日系商業施設でも、

VIP 会員向けに特別なイベントを開

催し、富裕層をターゲットとした差

異化戦略を図っている。 

中国では機動戦士ガンダムの人気が高いこともあり、別の日系商業施設では、

海外初となる実物大ガンダム（高さ約 18m）の立像を目玉に、ガンダムのプラ

モデルを買って作って楽しむショップなども含め、若年層の集客を誘致してい

る。また、ネット販売に対抗し、リアル店舗としての差異化を図るため「ここ

でしかできない体験型施設」なども展開。バーチャル技術を駆使した体験型ゲ

ームや、幼児向けに、口に入れても安全性に問題が無い砂を利用した砂浜施設

など、日系商業施設としての安心感などをアピールすることにより来場誘致を

図っている。 

これらの日系商業施設では、巨大な中国市場での消費の積極的な取り込みを

目指すと共に、日本製品のテストマーケティングやインバウンドに関する情報

発信プラットフォームとしての役割も期待されている。中国の経済成長と密接

に関連する消費動向と共に、日系商業施設の今後の事業展開にも引き続き注目

していきたい。 

（上海駐在員事務所 北村） 

 

【イベントで集客を図る日系商業施設】 

【VIP 会員向け専用ラウンジ】 
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タイの人気「BL ドラマ」と LGBT 対応 

「BL」という言葉をご存知だろうか。「BOYS’LOVE（ボーイズラブ）」の略

称であり、男性同士の同性愛を題材とした作品やジャンルの総称のことである。

近年、タイの BL ドラマがタイ国内だけにとどまらず、世界各国で話題沸騰とな

っている。日本でも様々なメディアで取り上げられ、その人気の火付け役とな

った作品が「2gether」である。同作品は 2020 年 2 月からタイでの公開開始と

合わせて YouTube で世界に発信され、Twitter では世界トレンド第 1 位を獲得

するほど活況に沸いている。タイの企業各社が、BL ドラマの俳優をイメージタ

レントとして起用することも多く、生活の様々な場面で BL ドラマの俳優を起用

した広告媒体を目にする機会がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ↑【BLドラマ俳優を起用した BTS駅にある広告媒体】 

                     ←【BLドラマの話題作「2gether」（公式サイト）】 

 

タイ国政府商務省国際貿易振興局（以下 DITP）によると、過去 2 年間でタイ

国内外から生み出された BL コンテンツの収益は 10 億バーツ（日本円約 34.5

億円）を超えた。その作品数は 40 作品に上り、今年は更に 90 作品が製作され

る見込みである。視聴者数はこの 1 年間で 328%増加し、LINE TV などのオン

ラインプラットフォームでリリースされたコンテンツは 6 億回の視聴を集めた

としており、その人気の高さがうかがえる。タイのデジタルコンテンツ産業の

発展においても、「BL」は欠かせない重要なコンテンツとなっており、DITP は

2021 年 6 月 29 日と 30 日の 2 日間、国際的なバイヤーとオンライン商談の場を

設ける BL コンテンツのサポートプロジェクトを立ち上げたほどだ。 

タイには、観光名物として世界的に知られているニューハーフショーの「ニ

ューハーフ」（女装をして女性のように振る舞う男性のことをいう和製英語であ

り、タイ語では「ガトゥーイ」）のようにジェンダーに関わる言葉が多数ある。

性自認や性的指向の組み合わせにより 18 種類の性に分類できることも、インフ

ルエンサーの影響で話題にもなった。近年ではこうしたセクシャルマイノリテ
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ィを表現する言葉のひとつとして「LGBT」という言葉は世界で広く認知されて

きた。自分の性が分からない「クエスチョニング」と性的少数者を表す「クィ

ア」の「Q」を加えた「LGBTQ」という表現もみられるように、世界中で性の

多様性への認識が進む中、常に新たな表現や言葉が生まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイでは、過去に LGBT の国会議員が累計で 4 人就任するなど、エンターテ

インメント業界だけではない LGBT の人々の活躍の場が増えてきている。また、

タイ国政府観光庁は LGBT に寛容な旅行先として積極的にプロモーションや受

け入れ体制を整備し、LGBT 向けの観光情報ホームページ「goThai.beFree.」

を 2018 年に開設しており、その寛容性の高さ感じることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【タイ国政府観光庁が運営するホームページ「goThai.beFree.」(公式サイト)】 

 

しかしながら、LGBT 先進国と言われるタイ社会でも、差別や偏見が全くな

いわけではない。同性パートナーや LGBT の人々を取り巻く法整備の状況は道

半ばであり、異性同士のパートナーが享受できるものと同一の法的保護は受け

られない状況である。LGBT の人々の権利を守る為の法整備の改善は必要であ

るが、それ以上に周囲の人々の性の多様性への理解と配慮などの意識改革が重

要である。タイではこうした性の多様性への理解と寛容性により LGBT の人々

を受け入れる環境整備への取り組みは着実に進んでいる。冒頭の BL コンテンツ

がタイから世界に発信されることで、関連消費による経済効果への期待だけで

なく、全世界で LGBT への理解を更に深め、多様な性のあり方を認め合うきっ

かけとなることを期待したい。 

（バンコク駐在員事務所 山田） 

※LGBT とは 

以下の性的マイノリティ者を総称して使われる言葉である。 

・L （ L e s b i a n ）レズビアン          ：女性同性愛者 

・G（Gay）ゲイ                        ：男性同性愛者 

・B （ B i s e x u a l ）バイセクシュアル    ：両性愛者 

・T（ Transgender）トランスジェンダー：身体的性別と性自認が一致しない人 


