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本メールマガジンは、横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）
事業での各種アンケートで、「配信希望」とご回答いただいた方、および
ウェブサイトより「配信申込」のお申し込みをいただいた皆さまにお送り
しております。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
１．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞
【WBC メールマガジンアンケート調査へのご協力のお願いと御礼】
6 月 16 日（木）に WBC メールマガジンをご購読いただいている皆様へ
アンケートをお送りしております。既にご回答にご協力頂きました皆様には、
お忙しい中ご協力を頂き、御礼を申し上げます。
アンケートへの回答は 7 月 15 日（金）まで受け付けております。本メール
マガジンの最後に先日送付いたしましたアンケートを添付しておりますので、
まだご回答いただいていない方は、WBC サービス向上のためにぜひご協力を
お願いいたします。
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

２．-------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞
～ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社駐日事務所からお知らせ～
横浜市は海外企業の横浜進出支援等のため、WBCにおいて、海外経済機関及び
外資系企業向けの有料インキュベート施設を活用し、企業誘致を促進しています。
今回は、WBCに入居している6経済機関のうち、「ホーチミン市人民委員会
サイゴン商業公社駐日事務所」よりお知らせをご案内します。
【Enertec Expo 2011 のご案内】
この夏、ベトナムホーチミン市で「Enertec Expo 2011」が開催されます。
ベトナム産業貿易省とホーチミン市人民委員会が主催する「Enertec Expo 2011」
は、エネルギーの節約やグリーンエネルギーに関する製品や技術の国際展示会です。
7000 ㎡の会場に 250 のブースを設け、ベトナム、中国、日本、韓国、マレーシア、
シンガポール、台湾、インド等アジア諸国の他に、欧米諸国の機関・企業の出展が
予定されています。環境保護や効率的なエネルギー活用に関心のある企業の交流の
場として、多くのビジネスチャンスが生まれることが期待されています。
日本はこの分野でも先進的な企業が多く、ぜひとも多くの日本企業や団体の出展を
お待ちしております。
場所：Tan Binh International Exhibition & Convention Center ( TBECC )
446 Hoang Van Thu street, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam
期間：2011 年 8 月 17 日（水）~20 日（土）
↓出展参加を希望される方は下記の URL をご確認の上お申込みください。
http://www.hn-vf.com/energy/index.htm
出展申込み及び手続き締切は 2011 年 7 月 17 日（日）です。
↓詳細な情報・相談が必要な方は下記へご連絡ください。
＜お問い合わせ先＞ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社駐日事務所
TEL：045-222-2024

■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

３．-------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞
【林文子横浜市長による企業誘致トップセミナー（韓国・ソウル）のご報告】
横浜市は、６月１６日に韓国・ソウルにおいて、地元韓国企業向けの「企業
誘致セミナー」を開催するとともに、林文子横浜市長が大韓商工会議所会長
を訪問しました。
韓国企業 60 社 70 人が参加した企業誘致セミナーでは、林文子横浜市長が
「横浜の安全と優れたビジネス環境について」プレゼンテーションを行った
ほか、既に横浜に進出している企業「マミロボット」の代表取締役による
「韓国企業が見た横浜の企業環境」と、ジェトロソウルセンターによる「対日
直接投資の現状と最近の主な事例」についてのプレゼンテーションが行われま
した。
■□■------------------------------------------------------------------------------------------------
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【WBC メールマガジン】に関するアンケートへのご協力のお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平素より横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）メールマガジンを
ご購読いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、より充実したサービスをご提供させていただくために、メールマガジン
をご購読いただいております皆様に対して、アンケートを実施致します。
以下のアンケートにご協力いただき、感想をお寄せいただければ幸いです。
2011 年 7 月 15 日（金）までに mmq@ywbc.org に回答をご返信いただきますよう
お願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
=========================================================
【1. WBC メールマガジンを何でお知りになりましたか。
下記の中よりお選びください。】
回答欄 [
]
1) WBC ホームページから知った
2) 横浜市ホームページから知った
3) WBC 主催のセミナーで知った
4) 横浜市主催のセミナーで知った
5) 横浜企業経営支援財団（IDEC）主催のセミナーで知った
6) 同僚・知人から聞いた
7) その他の媒体から知った （媒体名：
）
8) その他 （
）
【2. WBC のサービスを利用したことがありますか。】
回答欄 [
]
1) ある
2) ない
2.で「1)ある」とお答えになった方にお伺いします。
【3. WBC のどのサービスを利用されましたか。
下記の中よりお選びください。（複数回答可）】
回答欄 [
]
1) ビジネス相談
2) レンタルオフィスの利用
3) 国内外企業の引き合い情報の利用

4) 過去のセミナーに参加
5) その他 （
）
【4. 海外進出先の候補や興味のある国・地域について、
下記の中よりお選びください。】
回答欄 [
]
1) 中華人民共和国
2) 台湾
3) タイ
4) ベトナム
5) 韓国
6) インド
7) 日本
8) その他アジア
9) 中東
10) 北米
11) 中南
12) 欧州
13) オセアニア
14) アフリカ
15) その他 （
）
【5. 今後、WBC より配信を希望する情報をお選びください。（複数回答可）】
回答欄 [
]
1) WBC からのセミナー・展示会情報
2) WBC 入居海外機関・外資系企業からの情報
3) 日本企業の引き合い情報（ビジネスパートナー探し）
4) 海外企業の引き合い情報（ビジネスパートナー探し）
5) 海外からのビジネス情報 →具体的に（
）
6) 横浜市の施策
7) 横浜市からのセミナー情報
8) その他 （
）
【6. このアンケートにお答えになる方についてお伺いいたします。】
回答欄 [
]
1) 個人
2) 公的機関
3) 民間企業
4) その他（
）
6.で「1)個人」以外をお選びになった方にお伺いします。
【7. 企業の分類について下記の中よりお選びください】
回答欄 [
]
1) 製造業
2) 卸売業
3) 小売業
4) 情報サービス業
5) その他サービス業
6) 行政／公的機関
7) その他（
）
【8. 個人の方は居住地を、企業の方は企業の所在地について、下記の中より
お選びください。日本国内の方は県名を、日本国外の方は国名をご記入ください。】
1) 日本国内 [県名：
] →神奈川県内の方は市町村名 [
]
2) 日本国外 [国名：
]
【9. 今後のよりよいサービスのため、ご意見ご要望などございましたら
ご記入ください。】

[
]
==========================================================
ご協力ありがとうございました。

※本調査票に記載された住所、氏名等の個人情報は、WBC 事業受託者
株式会社メディカルアソシアにおいて、「個人情報保護方針」に従って適切に
取り扱います。（ http://nr.medicalassocia.jp/pc/privacy/index.php ）

