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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。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
１．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～年末のご挨拶～
今年の世相を表す漢字は『金』となりました。いろんな出来事がありましたが、地上に起きた全
ての事柄を飲み込んで、2012 年が静かに去りゆこうとしています。
当メルマガの読者の皆様には、この 1 年間ご愛読頂き本当にありがとうございました。
WBC では現在 13 の海外の機関・企業がインキュベートオフィスを活用されて活発な事業展開を
しておられます。また、本年度は多くの個人・団体の方々からご訪問・ご交誼をいただき、海外
企業の誘致活動を展開してまいりました。
また、横浜市内外の個人・企業からビジネスに関連したご相談をお受けして日々誠心誠意の対応
をさせて頂いております。
「土の中の水道管
（相田みつを）

高いビルの下の下水

大事なものは表に出ない」

ユーロ危機や円高基調のもと、更には財政の崖などという不安要素をくぐりぬけて、日経平均株
価は年初の 8,802 円から 12 月 21 日には 9,940 円（終値）という数値が表面に出てきております。
WBC ではそういう動向の底流にある「大事なもの」を見誤らないよう情報収集につとめ企業家の
皆様に良き指針をご提供申し上げる所存です。
今年のベストセラー作家となった教育者・渡辺和子氏によれば、年の瀬の 1 日は反省のために、2
日目は与えられた恵みへの感謝のために、3 日目は新年への決意を醸成するために過ごされるそ
うです。
皆様には、どうか良い新年をお迎え下さるようお祈り申し上げます。
（WBC 所長 前田）
■□■----------------------------------------------------------------------------

２．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～新規入居企業のご案内～
【WBC に新しい企業が入居しました！】
WBC に企業 1 社が新たに入居しました。
●韓国 YOOSOL 電子株式会社 日本駐在員事務所
事業内容：LED 商品全般、テレビカメラの製造販売、海外輸出入貿易全般
↓詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
http://kr.tradekorea.com/e-catalogue/yoosol/

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

３．---------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～
【ビジネス引き合い情報が更新されました！】
WBC ホームページでは国内外から寄せられた「ビジネス引き合い情報」を発信しています。
「自
社製品を輸出したい 」「海外から製品等を輸入したい」「各種代理店を見つけたい」「海外でのビ
ジネスパートナーを探している」といったビジネスを希望されている企業の方々はぜひご活用く
ださい。
2012 年 12 月に引き合い情報が更新されております。
↓WBC 引き合い情報はこちらからご覧いただけます。
http://www.ywbc.org/cgi-bin/info/infodate.cgi?pidx=0
掲載されている情報に興味のある方は上記リンクよりお問い合わせフォームをご利用ください。
↓引き合い情報の掲載を希望される方はこちらの入力フォームよりお願いいたします。
http://www.ywbc.org/inquiries.html
直接お問い合わせいただく場合は、下記へご連絡ください。
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．----------------------------------------------------------------------■□■
＜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、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/
WBC では無料でビジネス相談を受け付けております。お電話や来訪での相談のほか、インターネ
ットからのお問い合わせも可能です。
↓WBC 海外ビジネス相談はこちらから
http://www.ywbc.org/cgi-bin/contact2/contact2.cgi?lang=ja
横浜ワールドビジネスサポートセンター (WBC)
横浜市中区新港 2 丁目 2-1 横浜ワールドポーターズ
TEL: 045-222-2030
FAX: 045-222-2088
E-mail：open@ywbc.org

6F

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

５．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■----------------------------------------------------------------------------------

６．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■---------------------------------------------------------------------------------------

７．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【地域別・テーマ別の国際ビジネス相談会のご案内】
横浜市内企業の皆様を対象に、地域別・テーマ別の国際ビジネス相談会を毎月開催しています。
海外ビジネスに関する具体的な質問に、経験豊富な専門家が個別面談形式で回答します。貿易取
引についてのトラブルや、海外進出計画のアドバイスをします。また、昨今の中国情勢の変化に
伴うビジネスでの対応についてもご相談ください。
＜スケジュール及び専門家＞
2013 年 1 月 21 日（月）タイ（関 知耻忠 氏）
2013 年 1 月 25 日（金）輸出入（石川 雅也 氏）
2013 年 1 月 28 日（月）中国（筧 武雄 氏）
会場：横浜企業経営支援財団内（関内駅、馬車道駅徒歩 5 分）
（横浜市中区太田町 2-23 横浜メディアビジネスセンター7 階）
参加費：無料
対象：横浜市内企業
※事前申込制となります。
※時間は、13:00～17:00 の間で調整します。相談時間は 1 社につき１時間程度です。
※2 月以降のスケジュールはホームページ等でお知らせします。
↓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）
http://www.idec.or.jp/seminar/?gnr=032

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

８．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【全 3 回 「はじめての海外進出」勉強会のご案内】
昨今の厳しい経済情勢の中、「生産拠点の海外進出」を検討されている方々が増えている一方、
体系だった情報を得る場が少なく一歩を踏み出すには不安が大きいことと思います。
このたびジェトロ横浜と横浜商工会議所では、先般 10 月に開催した「はじめての海外取引 勉強
会」に続き「はじめての海外進出 勉強会」を開催することとなりました。本勉強会は、主として
中国・ASEAN に現地法人（製造拠点）設立を目指す中小企業の皆様を対象に、基礎的な知識・
情報を 3 回に亘りご提供します。現地法人を設立したいが、何から手を付ければよいかわからな
い、基本的な留意点・知識を得たい、社内準備を進めたいという方のご参加をお待ちしています。
日時：2013 年 1 月 18 日～2 月 1 日までの毎週金曜日（全 3 回）14：00～17：00
会場：横浜商工会議所 8 階特別会議室
（横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 8 階）
主催：ジェトロ横浜、横浜商工会議所
後援：（予定）横浜市経済局、（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）
対象：海外進出にご関心のある中小企業の経営者及び実務担当者
※コンサルティング業などの海外進出支援企業の方はご遠慮ください。
定員：30 名（先着順）
※横浜市（神奈川県内）に本社を構える企業優先とします。応募多数の場合は企業ごとに人数を
調整させていただきます。
受講料：ジェトロ･メンバーズ/横浜商工会議所会員 1 名様 9,000 円（税込）、一般（上記以外
の企業の方）1 名様 15,000 円（税込）
↓詳細・お申込み、講師プロフィール等詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/yokohama/events/20121120265-event
お申込み期限：2013 年 1 月 11 日(金)
＜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
■□■---------------------------------------------------------------------------------------

９．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【2 月 6 日～8 日 「テクニカルショウヨコハマ 2013」ジェトロ横浜ブースのご案内】
「第 34 回工業技術見本市 テクニカルショウヨコハマ 2013」（神奈川産業振興センター他主催）
にジェトロ横浜も出展します。
海外ビジネスについてのご質問やご相談を承る他、海外市場情報、見本市の活用方法、商談会、
ミッションの情報を必要に応じてご紹介します。優れた製品や技術を持ちながら海外市場参入が
難しいという方々にお気軽にご利用いただきたく思います。
日時：2013 年 2 月 6 日（水）～8 日（金）10：00～17：00
会場：パシフィコ横浜展示ホール C-D ジェトロ横浜のブース：産学公・企業間ネットワークの
分野 NO. i-36
↓テクニカルショウの詳細はこちらをご覧願います。
http://www.tech-yokohama.jp/tech2013/

＜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＞ ～JETRO よりお知らせ～
【2 月 25 日～3 月 1 日 インド南部自動車産業投資ミッションのご案内】
インド南部チェンナイおよびバンガロールの近郊は、自動車部品裾野産業が発展しており、日産・
トヨタ・ホンダ、フォード・BMW・現代自動車等の自動車メーカーが進出しています。その他複
数メーカーが進出を予定し各社は現地調達率の向上に取り組んでいることから、日系自動車部品
サプライヤーに対する進出への期待が高まっています。
本ミッションでは、現地進出自動車メーカーの工場訪問、部品調達方針の説明、進出企業とのネ
ットワーキング等を予定しています。南インドにおける自動車部品の販路開拓のため進出を検討
中の方には本ミッションをご利用くださいますようお願いします。
派遣期間：2013 年 2 月 25 日（月）～3 月 1 日（金） 現地集合・解散
訪問都市：チェンナイ近郊、バンガロール近郊
対象業種：南インド進出に関心のある中小自動車部品メーカー等
旅行代金：130,900 円 （ジェトロ・メンバーズの皆様は 10％割引）
募集定員：定員 50 名
ミッション企画：日本貿易振興機構（ジェトロ）
旅行企画・実施：（株）エイチ・アイ・エス
↓詳細、申し込みはこちらをご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/events/mission/20121203345-event
お申込み期限：2013 年 1 月 18 日（金）
■□■--------------------------------------------------------------------------------------11．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ～
【2 月 7 日 横浜インドセンター新春講演会のご案内】
～爆発するインドの中間層、世界一の消費市場に商機あり～
2025 年には、インドの中間層は６億人になると予測されている。しかし世界一といわれるインド
の消費市場を狙う日本企業の動きは欧米、韓国企業に比べると活発ではない。インフラ整備の遅
れや商習慣の違いなど、日本企業のハードルは高い。今後爆発するインドの中間層、だからこそ
商機ありだ。デリーに在住し、インド中間層の生活を長年ウオッチしてきた講師からインドビジ
ネスの商機を探る。
日時：2013 年 2 月 4 日（月） 15：00～16：30
会場：ワークピア横浜 3 階かもめ
http://www.workpia.or.jp/
主催：一般社団法人横浜インドセンター
後援（予定）：神奈川県、横浜市経済局、横浜商工会議所、独立行政法人日本貿易振興機構横浜
貿易情報センター、（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、社団法
人横浜貿易協会、社団法人神奈川商工会議所連合会、神奈川中小企業団体中央会
講師：インフォブリッジ代表 繁田奈歩氏 デリー在住
＜講演内容＞

都市部をはじめ地方都市も含め、爆発的に増大するインド中間層の消費行動やその変化をとらえ、
日本企業のインドにおける商機を語っていただき、関係する幅広い業種の方に、インドの消費市
場参入を勧める。
定員：100 人（受講票はお送りしません。定員をオーバーした時のみご連絡します）
費用：横浜インドセンター会員/無料 非会員/2,000 円
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.yokohama-india-centre.jp
お申込み期限：2013 年 1 月 28 日(月)
＜お問い合わせ＞
一般社団法人横浜インドセンター事務局
電話：045-222-7300
FAX：045-222-7333
E-mail：yic@ktpc.or.jp

岡本孝夫、

辻英里子

★同時開催事業「インドビジネス相談会」
日時：2013 年 2 月 4 日（月） 16：30～17：30
会場：ワークピア横浜３階かもめ
http://www.workpia.or.jp/
主催/共催：（公財）横浜企業経営支援財団、（一社）横浜インドセンター
相談員：横浜企業経営支援財団相談員による相談
費用：無料
相談方法：事前申込制 講演会の申し込みに合わせて、相談項目・相談内容を事前に記載し、申
し込みください。講演会終了後会場にて実施します。
■□■--------------------------------------------------------------------------------------12．--------------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜弁護士会よりお知らせ～
【2 月 7 日 日弁連主催 中小企業シンポジウム「海外展開支援」のご案内】
海外進出や海外との取引を検討されている中小企業（個人事業主を含む）の皆様を対象に、弁護
士及び公的支援機関によるシンポジウムを開催します。
弁護士がどのようなお手伝いができるか、リスク軽減のためにはどのような手を打っておくべき
か、相談や融資等、公的機関による支援にはどのようなものがあるのかを知っておきましょう。
既に進出されている方、取引を開始されている方もどうぞご参加ください。
日時：2013 年 2 月 7 日（木）14：00～16：00
会場：神奈川中小企業センタービル 14 階多目的ホール
JR 関内駅より徒歩 5 分、みなとみらい馬車道駅より徒歩 7 分
（横浜市中区尾上町 5－80）
＜講演＞
「海外展開におけるプロフェッショナルの援助」 弁護士 玄君先氏
「弁護士の関与によるリスク軽減」 弁護士 安井琢磨氏
「ジェトロ横浜がお手伝いできること」 ジェトロ横浜
「海外展開支援における融資制度の概要」 日本政策金融公庫
対象：中小企業（個人事業主含む）
参加費：無料
＜お問い合わせ＞
横浜弁護士会業務課（担当：遠藤・吉村）
TEL：045-211-7711
FAX：045-212-2888
■□■---------------------------------------------------------------------------------------

