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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、ウェブサイトより「配信申込」のお申し込みをいただい
た方、各関係機関および企業の方にお送りしております。
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１．---------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～お知らせ～
【9 月 21 日まで 「中小企業海外販路開拓事業」24 年度 2 次募集のお知らせ】
横浜市では、平成 23 年度より、市内中小企業の海外ビジネスチャンス拡大を図るため、中小企業
海外販路開拓事業を実施しています。
この事業は、市内中小企業の中から、優れた製品をもち、海外販路開拓に意欲のある企業等を公
募により選定し、専門家によるアドバイスや展示商談会への出展費助成などにより、海外販路開
拓の着手から商談実施まで一貫した支援を実施するものです。現在、24 年度の 2 次募集として、
支援対象企業を 8 社程度募集しています。
＜募集の概要＞
募集期間：平成 24 年 8 月 6 日（月）～9 月 21 日（金）17:00
支援企業数：8 社程度（技術力、海外における競争力、経営実績、取組体制などを審査し選定し
ます。）
●支援メニュー
・輸出アドバイス （1 社に 1 人、輸出経験豊富なアドバイザーを選任）
・輸出実務セミナーの開催
・海外展示商談会出展助成 （助成金交付 限度額 20 万円）
・海外商談コーディネート
↓支援対象、支援メニュー、申請書類、申請方法などの詳細はこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kaigai/kaigaihanro/
＜お問い合わせ＞
横浜市経済局誘致推進課 西島、國久 Tel：045-671-3837
E-mail：ke-kokusai@city.yokohama.jp
■□■--------------------------------------------------------------------------------

２．----------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～お知らせ～
【9 月 27 日 横浜市中小企業海外販路開拓事業 第 2 回輸出実務セミナー
「海外販路開拓における知的財産保護～中国の事例を中心に～」開催のお知らせ】
中小企業の海外展開に伴い、これまでのように外国企業に「技術や商標を侵害された」被害事例
のほか、
「うっかり外国企業の知的財産侵害を侵害してしまい、賠償を請求された」という加害事
例も生じています。
このセミナーでは、ジェトロの知的財産権専門家が、最新の事例をもとに、海外販路開拓を目指
す企業が最低限押さえておくべき「知的財産権」のポイントを分かりやすく解説するほか、自社

の商標が海外で登録されていないか無料で調査できる制度など、ジェトロの支援制度についてご
説明します。
日時：平成 24 年 9 月 27 日（木） 15:00～16:40（14：45 開場）
会場：（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC） 大会議室
対象：海外取引に関心のある横浜市内中小企業 30 名程度（先着順・コンサルタントの方は参加
をお断りします）
参加費：無料
締切：平成 24 年 9 月 25 日（火）
↓お申し込みはこちらから
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=137
↓セミナーの詳細はこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kaigai/kaigaihanro/
＜お問い合わせ＞
横浜市経済局誘致推進課
TEL：045-671-3837 FAX：045-664-4867
E-mail：ke-kokusai@city.yokohama.jp
■□■--------------------------------------------------------------------------------------

３．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■---------------------------------------------------------------------------------------

４．----------------------------------------------------------------------■□■
＜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。
8 月は新たに「財団法人対日貿易投資交流促進協会（MIPRO）」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発信
しておりますので、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
■□■-------------------------------------------------------------------------５．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
E-mail：ke-wbc@city.yokohama.jp
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

６．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～コラム「アジアのあれこれ」～
【マレーシア貿易開発公社寄稿 ～INTRADE MALAYSIA 2012～
マレーシアとのビジネス拡大のチャンス】
マレーシア貿易開発公社（MATRADE）はマレーシアの公的貿易促進機関です。マレーシアの輸
出促進・発展に関わる様々な活動をおこなっています。また、マレーシア製品・サービスの調達
を希望する海外企業のサポートにも力を入れています。
今月はマレーシア貿易開発公社（MATRADE）よりのコラムをお送りします。
『マレーシアをアジアにおける International TRADE（国際貿易）のハブに』という理念のもと、
マレーシア政府が立ち上げた INTRADE MALYSIA は今年で開催から 6 回目を迎える総合展示会
です。
本年の出展対象領域は１）自動車関連 ２）電気・電子・ICT ３）製造技術サポート（金型製
作など） ４）生活用品 となっており、毎年マレーシア以外にも日本を含む多くの国から出展
いただいています。
MATRADE では毎年、マレーシアからの買付・調達を目的とした一日半の商談会と展示会視察を
組み合わせたバイヤー向けプログラムを実施しており、各国からこの招待枠だけで 500～600 社
のバイヤーを招待（現地宿泊などを MATRADE がスポンサー）しています。商談会では事前に
ヒアリングした希望調達商材をもとに出展社以外の現地サプライヤーとのマッチングも行ってお
り、本企画には毎年日本からも 20～30 社程度ご参加いただいております。
「樹脂成形部品メーカ
ーを探している」、「鋳物を作れるところはないのか」といった要望があれば参加必至のプログラ
ムとなります。
今回、特に自動車・製造技術分野にスポットが当たっていることもあり、横浜・神奈川の事業主
の皆さまにとっては興味深い展示会になると思われます。
マレーシアはアセアンで唯一「自前」の自動車を作る国だということは意外に知られていません。
また、出展に興味のある企業様につきましては、現地バイヤーだけでなく、上記企画によってア
ジアはもとより、北米・南米、中東、アフリカ、ヨーロッパなど、世界中より招待したバイヤー
との接点を持つことができる、というメリットもあります。横浜・東京で開催される展示会と比
べると決して規模の大きな展示会ではありませんが、来場者がすべてのブースをくまなく回るた

めビジネスチャンスを逃すことがありません。
羽田からのアクセスも加わり、日本からわずか 7 時間、ぜひマレーシアに目を向けてみてくださ
い。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
＜INTRADE MALYSIA 2012＞
http://www.intrademalaysia.com/
会期：11 月 27 日（火）～29 日（木）
会場：MATRADE コンベンションセンター
主催：マレーシア貿易開発公社（MATRADE）
お問い合わせ：MATRADE 東京事務所（TEL: 03-3544-0712）
MATRADE はマレーシア製品・サービスの輸出促進を行うマレーシア国の公的貿易促進機関です
www.matrade.gov.my
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

７．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【9 月 26 日 事例から見たベトナム進出 セミナー＆個別相談のご案内】
横浜企業経営支援財団（IDEC）では、ベトナムへの進出を検討している中小企業向けに、講師自
身の体験などをもとに、進出にあたっての留意点、成功のポイントなどを分かりやすく解説しま
す。また、セミナー開催に合わせ、講師が個別相談に対応します。この機会に是非ご参加くださ
い。
日時：9 月 26 日（水）
・セミナー 14:00～15:30
・個別相談 13:30～/15:35～/16:00～/ 各 20 分
会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
参加費：横浜市内企業 無料、横浜市外企業 2,000 円／名
定員：30 名（事前申込制）
対象：ベトナムでの事業展開、進出に関心のある方（コンサルタントの方はお断りする場合があ
ります）
＜内容＞
・ベトナムの基礎情報
・ベトナムの最新現地情報、経済指標からは読み取れない生情報
・講師自身のベトナム進出失敗経験 -ソフトウェア開発会社（ハノイ）・ベトナム進出成功・失敗事例 -機械組み立て製造業Ｔ社、レストラン経営Ｙ社・事例から見た進出にあたっての留意点及び成功のポイント
～事前準備、事業計画立案から進出、現地企業経営まで～
・質疑応答
講師：武田 悠貴彦 氏（株式会社アストミルコープ 代表取締役）
↓詳細・お申し込みはこちら（ユーザー登録、ログインの上お申し込みください）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=126
＜お問い合わせ＞
横浜企業経営支援財団
TEL：045-225-3730

国際ビジネス支援部

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

８．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【10 月 2 日 タイビジネスセミナー・個別相談会のご案内】
横浜企業経営支援財団（IDEC）は、タイ・バンコクにおけるサポートデスクを委託している、
TDC インターナショナル中根雅裕氏を講師として招き、現地の最新動向についてのセミナーを開
催します。投資環境、洪水関連状況、日系企業の事業展開などタイの現状に関して現地の視点か
ら解説します。セミナー終了後に個別相談会も開催します。奮ってご参加ください。
日時：10 月 2 日（火）
・セミナー 13:30～15:00
・個別相談 15:20～17:00（1 社 20 分程度）
会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
参加費：横浜市内企業 無料、横浜市外企業 2,000 円／名
定員：30 名（事前申込制）
対象：タイ進出企業、新規進出計画を有する中小・中堅企業（コンサルタントの方はお断りする
場合があります）
内容：
・タイの最新投資環境基礎情報
・タイ洪水関連状況
・進出日系企業のタイでの事業展開～事例紹介を中心に～
講師：TDC International Co.,Ltd.（IDEC アジアビジネスサポートデスク）Internet Section
Manager 中根雅裕氏
↓詳細・お申し込みはこちら（ユーザー登録、ログインの上お申し込みください）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=135
＜お問い合わせ＞
横浜企業経営支援財団
TEL：045-225-3730

国際ビジネス支援部

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

９．-------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【9 月 26 日 インド自動車部品市場セミナーのご案内】
今年、日本とインドは国交樹立 60 周年の節目を迎えました。人口約 12 億人の 同国に進出して
いる日系企業は 2011 年 10 月時点で 812 社に達しており、 特にムンバイ、チェンナイでは自動
車部品製造業の集積が進んでいます。
本セミナーでは、ムンバイとチェンナイより講師を迎え、現地における日系等自動車部品市場の
動向とジェトロの取り組みについて解説すると共に、現地進出のポイントと事例をご紹介します。
また、セミナー終了後にはネットワーキングの場も設けますので、インドの自動車部品関連産業
にご関心をお持ちの皆様におかれては本セミナーへのご参加をお勧めします。
日時：2012 年 9 月 26 日（水）13 時 30 分～18 時 30 分
場所：ワークピア横浜 セミナー：2 階「くじゃく」/ネットワーキング：3 階「かもめ」
＜内容＞
・セミナー 13:30～16:45
1. インドの自動車・自動車部品市場

～SKP グループ シニア・ビジネスアドバイザー ラビ・サンタナム氏 ※英日逐次通訳
2. インド西部における日系自動車・同部品メーカーの動向
～ジェトロ・ムンバイ事務所 次長 清水 淳太郎
3. インド南部における日系自動車・同部品メーカーの動向
～ジェトロ・チェンナイ事務所 所長 藤井 真也
4. インド進出のポイントと事例紹介
～有限会社ジーエムシージャパンリミテッド 代表取締役 I.M.チュガニ氏
・質疑応答
・ネットワーキング 17:30～18:30
参加費：無料
定員：100 名 ※中小企業を優先させていただきます。
共催：ジェトロ横浜、（社）横浜インドセンター
後援：神奈川県、横浜市、横浜商工会議所、（社）横浜貿易協会、（公財）神奈川産業振興センタ
ー、（公財）横浜企業経営支援財団
お申し込み締め切り：2012 年 9 月 24 日（月）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/events/seminar/20120824626-event
＜お問い合わせ＞
ジェトロ横浜 担当：杉山、田中
TEL：045-222-3901
E-mail：YOK@jetro.go.jp
■□■-------------------------------------------------------------------------------------------------

10．------------------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜市よりお知らせ～
【9 月 17 日 横浜女性ネットワーク会議のご案内】
～私・・始動、女性はもっと活躍できる！～
働く女性の学びと交流のためのイベントです。女性の活躍に関心を持つ、企業の皆様の参加もお
待ちしています。
日時：平成 24 年 9 月 17 日（月・祝）10:30～15:00
会場：パシフィコ横浜（みなとみらい）
参加費：5,000 円（交流会飲食代実費相当）
定員：先着 300 名
↓詳細はこちらをご覧ください
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/danjo/networkwomen/
↓お申し込みはこちらから
network@women.city.yokohama.jp
メール本文に、必要事項をご記入の上、9 月 6 日（木）までにお送りください。
＜お問い合わせ＞
●申込に関するお問合せ
男女共同参画センター横浜北
TEL：045-910-5700 FAX：045-910-5755
E-mail：network@women.city.yokohama.jp
●全体に関するお問合せ
横浜市市民局男女共同参画推進課

TEL：045-671-2017

FAX：045-663-3431

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

