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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。
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１．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 入居企業より＞ ～Mizuno Consultancy Holdings よりセミナーのお知らせ～
【「中国・ベトナムにおける M&A と独禁法に関する法務・税務のポイント」セミナーのご案内】
WBC 入居企業より 6 月 7 日（木）に開催されるセミナーのご案内をいたします。
【セミナー概要】
本セミナーでは、中国・ベトナム法務に精通した弁護士と中国市場を中心とする組織構築等の実
務に長けたコンサルタントが、両国における関連法税制のポイントを紹介した上で、M&A 取引
や組織再編行為を円滑に進めるための留意点と独占禁止法の運用状況を実務的な観点から分かり
易く解説いたします。
【講師】
曾我法律事務所 曾我貴志弁護士、大峽通生弁護士、今井崇敦弁護士、粟津卓郎弁護士
Mizuno Consultancy Holdings Ltd. 代表取締役社長 水野真澄氏
【講演内容】
「中国における M&A」
「施行 5 年目を迎える中国独禁法の運用状況」
「ベトナムにおける M&A 及び独禁法実務」
「中国(香港を含む)における組織統合・買収の税務上のポイント」
【セミナー詳細】
日時：2012 年 7 月 24 日（火） 13：30～16：30 （受付開始 13：00）
会場：青山アイビーホール（3F ナルド）東京都渋谷区渋谷 4 丁目 4 番 25 号
受講料：一般 5,000 円／1 名様 （チェイス・チャイナ会員様、曾我法律事務所クライアント様、
MCH 会員様 4,000 円／1 名）
定員：120 名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
↓講演内容の詳細及びお申し込みはこちら
http://chasechina.jp/cc/article.php?article=6465
■□■------------------------------------------------------------------------------------------------２．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～
【WBC Facebook を更新しました】
WBC Facebook では日本国内の外国人及び海外へ向けて、英語で情報を発信しています。
WBC サービスのご案内、横浜市の概要や特徴、立地企業へのサポート、海外企業向けの最新のお
知らせなどを英文で掲載しております。
関連機関の HP のご紹介やイベント情報など、海外からの様々な情報も随時更新しております。
↓WBC Facebook はこちらから
http://www.facebook.com/YokohamaWBC
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

３．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～
【WBC ホームページを更新しました】
WBC ホームページでは、国内外の関係機関のリンクを設置しています。
６月は新たに「横浜市フランクフルト駐在員事務所」のリンクを設置しました。
WBC ホームページでは、その他、関係機関で開催されるセミナーやイベントのご案内などを随時
発信しますので、ぜひご覧ください！
http://www.ywbc.org/
↓掲載情報にお問い合わせいただく場合はこちらへご連絡ください。
横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）
TEL：045-222-2030
E-mail：open@ywbc.org
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

４．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市及び WBC 事務局より＞
【WBC インキュベートオフィスのご案内】
WBC では、外資系企業が横浜市内に本格的なオフィスや拠点を構えるまでの「インキュベートオ
フィス」を提供しています。
このインキュベートオフィスは、横浜に新たに設立された外資系企業（日本法人及び日本支店、
駐在員事務所）向けで、入居後 3 年以上の事業計画があり、WBC を退去後に横浜市内に事業所
を設置する見込みがある企業を対象としています。利用期間は 3 年以内となっています。
WBC に入居している間は、常駐アドバイザーが相談支援を行い、WBC の会議室等を無料でお使
いいただけるほか、横浜ワールドポーターズ内のイベントホール等も割引料金で使用可能です。
また、WBC の各種媒体（ホームページ・メールマガジン）を企業の PR・お知らせ等でご利用し
ていただけます。
↓WBC インキュベートオフィスの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ywbc.org/office.html
WBC インキュベートオフィスにご興味のある方は下記までご連絡ください。
＜お問い合わせ＞
横浜市役所 経済局 誘致推進課 WBC 担当
TEL：045-671-3834
FAX：045-664-4867
Email：ke-wbc@city.yokohama.jp
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

５．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～コラム特別編～
【横浜訪問を終えて part2. -JETRO London スタッフより-】
先月に引き続き、今年 3 月に横浜を訪問された JETRO LONDON の現地スタッフよりコラムを
お届けします。
なお英語原文は WBC Facebook にてご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧くださ
いませ。
↓WBC Facebook はこちらから
http://www.facebook.com/YokohamaWBC

～後編～
横浜市の提供する行政支援は多岐にわたり、外国企業進出の環境は歓迎ムードです。今回私は、外国
企業進出のニーズに合ういくつかの施設を訪問しました。
特に注目したのは、横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）と、経済産業省の外国直接投資
を促進するための独立行政法人である日本貿易振興機構（JETRO）の対日投資ビジネスサポートセン
ターです。両機関のコンサルティングやレンタルオフィススペースは、外国企業の日本での最初の窓
口として、非常に有益な施設であると見受けられました。滞在中私が会ったコンサルタント達は、優
れた語学力と専門分野において強力なバックグラウンドを持ち、非常にあたたかくフレンドリーな
人々でした。私はその有益性に対し非常に感銘を受けました。
横浜は、東京の中心部から電車で 20 分程度の距離です。新幹線は神奈川の主要な駅 2 箇所（新横浜、
小田原）より頻繁に発着します。私は横浜から移動するときに大変驚いたのですが、東京を出発した
と思ったら、すぐに横浜に到着したため、別の都市に移動したと感じないほどでした！私は自分のス
マートフォンで交通機関のアクセスについて調べていたのですが、横浜は日本の主要都市と接続して
おり、東京とほぼ同じくらいの利便性があります。羽田空港へも公共交通機関を利用しわずか 25 分で
着くのです。東京へこれだけ近いにも関わらず、横浜市内のオフィスの賃料、住宅コストは、東京と
比較するとおおむね 30～40％低くなっています。
私が新横浜駅で新幹線を降り、その後最初の訪問地であるオフィスへ向かう際、いくつかのうれしい
驚きが待っていました。一つ目は、この都市が 21 世紀の新しい建物と過去の建築物の両方を維持する
努力をしているという事実です。スチールとガラスの間のオフィスの壁のブロックには、フレンチス
タイルの大通りと 19 世紀の西洋風の建物、鎖国が終わり横浜港が 1800 年代半ばに貿易のために開放
されだしたころの特徴が見られました。
横浜は日本で二番目に大きい都市であるにもかかわらず、私は街でゆったりとした独特の雰囲気を感
じました。これは東京で忙しく過ごすことを躊躇する人にとって非常に魅力的な環境だと感じます！
インターナショナルスクールが近くにあり、神奈川の周辺の史跡に加えさまざまなエンターテイメン
トも備わっているため、週末にちょっと出かけることができます。私は、企業幹部とその家族が入れ
替わり住む非常に魅力的な住居を内覧しました。横浜市では、子供が帯同しない家族にとっても、週
末を過ごすために必要な素敵なエンターテイメントが提供されています。
私は、今までは横浜のビジネス環境にそこまで注目していませんでしたが、今回知った素晴らしい特
徴と提供される支援を受けて、日本に拠点を持つもしくは持とうとするクライアントとの相談の際に
は今後選択肢として横浜を薦めようという気持ちになりました。東京はもちろん多くの引き合いがあ
りますが、横浜には多くの有益な経済的オプションがありますので、東京に拠点がある必要がなけれ
ば、横浜もひとつの選択肢として、あるいは最初の選択肢として薦めるべきです！
（執筆者：JETRO LONDON スタッフ）

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

６．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【7 月 4 日・18 日 「実践貿易ビジネス基礎講座」のご案内】
貿易の初心者にも分かる基礎講座。実務経験豊富な講師が、貿易ビジネスの基礎について体系
立った指導を行います。書類作成演習を組み込む等、実践的な講座内容となっており、希望者に
は添削指導も行います。
これから貿易に取組もうとされる製造業者、あるいは既に貿易を行っている企業の社員教育の
一環として、ぜひご参加いいただき、基礎を固めてビジネスの拡大にご活用ください。
【日時／内容】

□第１回
7 月 4 日（水）／14:00～17:00（申込期限 平成 24 年 7 月 3 日）
「貿易における売買契約締結までの流れ」、「主要な売買取引条件」
□第２回
7 月 18 日（水）／14:00～17:00（申込期限 平成 24 年 7 月 17 日）
「インコタームズ 2010」、「運送書類：B/L（船荷証券）」
、「AWB（航空運送状）」等
※10 月まで全 7 回
【会場】（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC） 大会議室
横浜市中区太田町 2-23
http://www.idec.or.jp/shisetsu/mbc/access.php
【参加費】横浜本社企業 7,000 円、その他企業 14,000 円（全７回）
【定員】20 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
※コンサルタントの方はお断りする場合があります。
【お問い合わせ】（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）国際ビジネス支援部
TEL：045-225-3730
↓詳細・お申込はこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=75
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

７．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【7 月 11 日 「中国展示会徹底活用術」セミナーのご案内】
中国で多数開催される展示会には、世界各地からビジネスチャンスが集まります。しかし、ど
のように出展までの段取りをするのか、どうすれば思ったような効果を上げられるのか、という
悩みも聞かれます。
そこで IDEC では、横浜企業が中国市場でビジネス展開するための講座を開催します。中国人
の商習慣や中国人との関係構築方法・事前準備・現地での行動・事後フォローなどについてお話
します。
【日時】2012 年 7 月 11 日（水）14:00～17:00
【場所】（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）大会議室
横浜市中区太田町 2-23
http://www.idec.or.jp/shisetsu/mbc/access.php
【参加費】横浜市内企業 2,000 円／回、その他企業 3,000 円／回
【定員】30 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
【申込期限】2012 年 07 月 10 日（火）
主催：公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）
【お問い合わせ】（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC） 国際ビジネス支援部
TEL：045-225-3730
↓詳細・お申込はこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=19
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

８．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ～
【7 月 27 日 アイセックインド人材セミナー～インド進出・人材確保に向けて～のご案内】

今年、日本との国交樹立 60 周年を迎え、より一層の注目を 集めるインド。日本企業も次々とイ
ンド市場へと乗り出しています。しかしながら、それに伴い、優秀なインド人材の採用やマネジ
メント・現地学生とのコネクションに悩む日本企業も多くあります。
そこで、インド 19 都市のトップレベルの大学をはじめ、世界 110 の国と地域に支部を持つ
アイセック・ジャパンと一般社団法人横浜インドセンターの共同主催により、海外インターン
シップを利用したインド人材の確保とインド進出の可能性に関しましてご紹介させて頂きます。
【日時】平成 24 年 7 月 27 日(金) 14:00～16:20 （13:30 開場）
【場所】ワークピア横浜 3 階 かもめの間
神奈川県横浜市中区山下町 24-1
【内容】（１）ご挨拶、アイセック・ジャパン概要説明
（２）受け入れ企業（TANAKA ホールディングス株式会社様）講演：執行役員人財開発
室長 臼田直哉様
（３）インド人研修生２名による研修報告（TANAKA ホールディングス株式会社）
（４）質疑応答
（５）交流会・名刺交換会（飲み物・軽食付き）
【定員】60 名 （先着：事前申込制）※受講票はお送りいたしません。定員をオーバーした時の
みご連絡致します。
【参加費】講演：無料／交流会：一般社団法人横浜インドセンター 会員：無料 非会員：500 円
【申込方法】事務局へ FAX または E-mail にて、必要事項（ご芳名・貴社名・電話番号・E-mail・
講演会／交流会のご出欠・
（社）横浜インドセンター会員／非会員）をご記入の上お申込みくださ
い。
【主催】特定非営利活動法人アイセック・ジャパン 慶應湘南藤沢委員会インド事業部
【共催】一般社団法人横浜インドセンター
【後援】横浜市経済局・横浜商工会議所・ジェトロ横浜・公益財団法人神奈川産業振興センター・
社団法人横浜貿易協会・公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）
↓詳細・お申込はこちら
http://www.yokohama-india-centre.jp/category/1256454.html
【お問い合わせ】
一般社団法人 横浜インドセンター 担当：村田
TEL：045-222-7300 FAX：045-222-7333
E-mail：t11895sm@sfc.keio.ac.jp
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

９．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～駐横浜大韓民国総領事館よりお知らせ～
【7 月 19 日 「韓国投資環境及び主要企業購買政策説明会」のご案内】
韓国は政府及び自治体レベルで積極的な投資誘致活動政策を施行する一方、海外市場の拡大のた
めに米国、EU、インド、ASEAN などとの FTA 締結に続いて中国とも推進中です。また韓国企
業の海外市場の拡大とともに日本からの部品や素材の輸入増加によって、毎年韓日交易で 300 億
ドル以上の赤字が生じております。このような観点から韓国企業と連携・協力体系を築く新たな
ビジネスの可能性が生まれています。
今回の説明会では韓国の 3 つの自治体の投資環境、FTA の活用法、主要企業の購買方針を紹介後、
参加者の皆様、セミナー講師などと情報交換などをしていただく交流会も開催します。企業の皆
様のご参加をお待ちしております。
【日時】平成 24 年 7 月 19 日（木）セミナー 14:00～16:35 ／交流会
【場所】横浜シンポジア
横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル 9 階
【参加費】無料

16:40～17:30

【定員】100 名
主催：駐横浜大韓民国総領事館
共催：公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）
↓詳細・お申込はこちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/
【お問い合わせ】
（公財）横浜企業経営支援財団 国際ビジネス支援部 担当：廣木・金子
TEL：045-225-3730
駐横浜大韓民国総領事館 担当：専門官 朴秀姫（パク・スヒ）
TEL：045-621-4533
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

