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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．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC より＞ ～WBC がビジネスセミナーを開催します～
【3 月 13 日（水）WBC ビジネスセミナー『アジア地域における事業展開』】
横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）と、WBC にオフィスを持つアセンダス日本代
表事務所との共催ビジネスセミナーです。
日時：2013 年 3 月 13 日（水) 13:30～15:30（13:00 開場）
会場：〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1 横浜ワールドポーターズ 6 階 会議室１
定員：20 名（横浜市内企業） 法人の方が優先となります
費用：無料
プログラム：
・「アジア進出時の税務リスク及び節税について」
（東京コンサルティングファーム 税理士: 東真奈美氏）
・「アジア地域の工業団地・IT パークのご案内」
（アセンダス日本代表事務所 代表: 相川洋子氏）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.ywbc.org/WBC_20130313v2.pdf
＜お問い合わせ先＞
横浜ワールドビジネスサポートセンター事務室
TEL：045-222-2030
FAX：045-222-2088
E-mail: open@ywbc.org
■□■------------------------------------------------------------------------------

２．----------------------------------------------------------------------■□■
＜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
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■□■------------------------------------------------------------------------------

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

５．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～コラム「アジアのあれこれ」～
【最近の日本】
ついこの間年が明けたと思っていたらもう 3 月になろうとしている。時の経つ早さには改めて驚

いているが、世の中の動きも多少スピード感が出ており、新政権誕生の効果であろうか。円安も
急速に進み、株価も好調、業績を上方修正する企業も散見される。自民党新政権による積極的な
各種政策の是非はともかく、長らく続くデフレから脱却して日本を覆った閉塞感に風穴を開ける
ためには何よりも気分一新が大切、多少の荒業には目をつぶる必要があるのかも知れない、とも
思う。
最近テレビでは日本に来ている外国人へのインタビュー番組をよく目にする。浅草や銀座、秋葉
原あたりで「日本のどこが好きか」
「日本でびっくりしたこと」「好きな日本食は」の類をインタ
ビューする番組だが、それを見ていて先ず驚かされるのが日本に来ている人の国籍や人種の幅広
さだ。一昔前まで日本に来ている外国人と言えば、欧米人か、東南アジアの一部の国の人々が中
心、と筆者は思っていたが、最近では更にオセアニア、中南米、インド、中近東、アフリカ諸国
等が加わり、殆ど世界中の人が登場して来る。そして彼らの年齢が比較的若い事と、多くの彼ら
が非常に上手な日本語を喋る事には本当にびっくりしてしまう。
「日本のどこが好き？」と言う質
問に対しては、日本人は親切、治安が良い、街がきれい、時間に正確である、サービスが良い、
空気がきれい、全てがクールである（クールが何を意味するか、今一つ判らないが）等々、我々
が普段当たり前だと思っている事が、彼らにとってはとても新鮮に映っている事に改めて気がつ
かされる。
世界で使われている優れた日本製品や技術を紹介する番組もよく見る。日本の自動車をはじめと
した機械類の精密さ、丈夫さ、使い勝手の良さ等については、既に世界中の人が認めているとこ
ろだが、主として中小企業が製造開発をしている各種製品、例えば産業ロボット、鍍金、金型、
溶接、プラスチック成型等の機械類、あるいは日本の伝統的な工芸品、例えば包丁等の調理道具、
のみ、かんな等の大工道具、絵筆などの美術道具、更には砲丸投げ用のボール、ビリヤードのキ
ューの先、女性が使う化粧筆などの思いがけない商品等々、枚挙に暇が無いほど沢山の日本製品
を海外の人々が驚きを持って嬉々として使っている様子が映されると、とても嬉しくなってしま
う。こう言うのを見ると日本の隠れた技術等をもっともっと世界に上手く紹介していけば更に世
界中にマーケット広がる事は間違いがない、と感じてしまう。
自分たちはかなり恵まれた状態にあるのに、人に言われないとその幸せを自覚出来ないことはよ
くある事だ。日本は閉塞状態だとか、日本人は自信を失っている、とよく言われるが、海外から
見ると先に述べた様にとても新鮮で、ユニークで、可能性を秘めた国に見えているのではないか。
海外進出の増加は人材や技術の流出とか、国内産業の空洞化につながる、といったネガティブ志
向に浸りがちになるが、改めて冷静に日本の事を、日本が置かれている立場を眺めてみると、ち
ょっと思考方法ややり方を変えれば開ける道は沢山ある様な気がする。若い人を中心にその様な
流れの兆候は既に動きつつあるのかも知れない。落ち込んでばかりはいられない、前を向いてポ
ジティブ指向で明るい未来を切り開いて行きたいものだ。
数日前の新聞に某企業のトップが、
「日本に閉塞感があるから世界に出て行くわけではない。昨日
どこにもなかった技術を世界に出し、市場拡大を目指すのだ」と語ったとの記事が出ていたが、
その意気や良し、と思う。
（執筆者：WBC アドバイザー）
■□■------------------------------------------------------------------------

６．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【3 月 13 日 セミナー 女性経営者から学ぶ 海外ビジネス成功の秘訣】
横浜市内をベースに、海外取引も積極的に行っている 2 人の女性経営者を講師に招き、彼女たち
の経験をもとに、海外ビジネスの実状をお伝えします。講演後には講師と参加者、または参加者
同士が自由に意見交換できる交流会を開催します。奮ってご参加ください。
日時：2013 年 3 月 13 日（水）
(セミナー)14：30～15：50

(交流会)16：00～16：30
会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
（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（市内企業または市内在住の方） ※その他の方は 1,000 円となります。
＜プログラム＞
セミナー： 14:30～15:50
１「輸入ネット販売ビジネスについてと海外コミュニケーション」
講師 (株)マーケティングアイ 社長 佐竹 理恵 氏
２「スパビジネスを通して知った東南アジア各国のビジネス習慣の違い、展示会の活用法」
講師 (株)アユス スパコンサルタント 西田 若葉 氏
交流会： 16:00～16:30
講演では聞けなかったことや、講演を聞いてもっと詳しく聞きたいことなど、色々とご質問して
いただく時間です。また、参加者同士のネットワーク作りとしてもご利用ください。
（飲物、お菓
子付き）
↓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/detail.php?pid=201
＜お問い合わせ＞
横浜企業経営支援財団

国際ビジネス支援部

TEL:045-225-3730

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

７．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【4 月 8 日～13 日 ベトナムダナン・ホーチミン投資環境視察団のご案内】
横浜企業経営支援財団（IDEC）は「ダナン」とベトナム最大の都市「ホーチミン」の２都市を訪
問する、「ベトナムダナン・ホーチミン投資環境視察団」を派遣します。
ベトナムは人口 8700 万人、平均年齢 27 歳の若さと活気にあふれた国で、廉価な労働力を背景と
した製造業拠点として注目されてきました。中部ベトナムの拠点都市である「ダナン」は、東西
経済回廊の起点であり、ラオス・タイ・ミャンマーへとアクセスするメコン経済圏の物流・製造
拠点として注目を集めています。
今回の視察団では、ダナンとホーチミンの政府機関、中小企業向け工業団地、進出日系企業等を
訪問します。ベトナムのビジネス環境の現状を体験する、この機会を是非ご利用ください。
＜視察団実施要領＞
訪問地：ベトナム（ダナン、ホーチミン）
日 程：2013 年 4 月 8 日（月）～4 月 13 日（土） 4 泊 6 日（機中 1 泊）
対 象：横浜市内の製造・IT 関連・物流企業等
参加費用：157,000 円（予定） ※1 名 1 室利用の場合
2 名 1 室利用の場合、お問い合わせください。
企画主催：（公財）横浜企業経営支援財団
共催（予定）
：横浜市経済局、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター
後援（予定）
：横浜商工会議所、（社）横浜市工業会連合会
旅行主催：（株）JTB コーポレートセールス法人営業横浜支店
申込期限：2013 年 3 月 7 日（木）
※申込期限後のキャンセルには取消費用が発生しますのでご注意ください。
参加定員：10 名程度（最少催行人員：6 名）
↓申込方法：ホームページに掲載の申込書にご記入の上、IDEC へ FAX にてお申し込みください。
http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20130221160818.php
＜お問い合わせ＞
（１）視察団の企画
（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

担当：廣木

FAX：045-225-3737
（２）航空券・ホテル手配等
（株）JTB コーポレートセールス法人営業横浜支店
TEL 045-316-2353
FAX 045-316-5531

担当：河原

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

８．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【3 月 19 日 中小企業のための海外進出セミナー】
アジア主要国のビジネス環境や中小企業のアジア展開の現状をご紹介します。併せて、事業計画
の策定、海外リスクへの対策など、海外ビジネスにおける留意点や支援策について、事例を交え
て解説します。海外進出や事業展開をお考えの方は是非ご参加ください。
日時：2013 年 3 月 19 日(火) 15:00～17:30
会場：はまぎんホール「ヴィアマーレ」（横浜市西区みなとみらい 3-1-1）
プログラム：
１.基調講演
・「変貌するアジアのビジネス環境と中小企業のアジア展開の現状・課題」
ジェトロ 海外調査部アジア大洋州課 課長 若松勇
２.海外事業展開の留意点・支援策の紹介
・「中小企業の海外ビジネス支援について」
(株)浜銀総合研究所 海外ビジネス支援部 部長 吉田和朗氏
・「海外展開企業に求められるリスクマネジメント」
東京海上日動リスクコンサルティング(株)
ビジネスリスク事業部グローバルグループ グループリーダー
主席研究員 深津嘉成氏
３.「海外展開支援について」
ジェトロ横浜、神奈川産業振興センター
定員：200 名（事前申し込み、入場無料）
主催：神奈川県、(公財)神奈川産業振興センター、ジェトロ横浜
後援：(株)横浜銀行、(株)浜銀総合研究所、東京海上日動火災保険(株)
＜詳細・お申し込み方法＞
下記ウェブサイトより参加申込書をダウンロードのうえ、FAX にて送付願います。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p593665.html
＜お問い合わせ＞
神奈川県商工労働局産業部産業立地課
TEL: 045-210-5565
FAX: 045-210-8875

今井

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

９．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【3 月 25 日 三県省道経済セミナー・交流会】
相互の友好提携関係にある神奈川県、中国・遼寧省、韓国・京畿道共催により開催するものです。
中国・遼寧省、韓国・京畿道の投資環境のほか、両地域で海外展開をしている県内企業の事例紹
介などをご紹介します。また、来日する中国・韓国のミッション団との交流会も開催します。こ
の交流会では、中国・韓国の経済機関による相談コーナーも設置します。
中国・韓国とのビジネスをご検討の方には是非お気軽にご参加ください。

日 時：2013 年 3 月 25 日（月）10:30～13:00
会 場：ワークピア横浜（横浜市中区山下町 24－１)
内 容：
第 1 部：三県省道経済セミナー（同時通訳）
・主催者挨拶 神奈川県知事
・「中国・遼寧省の投資環境の紹介」 中国・遼寧省
・「県内企業による中国・遼寧省での海外ビジネス事例」
オーパック株式会社
・「韓国・京畿道の投資環境の紹介 韓国・京畿道
・「県内企業による韓国・京畿道での海外ビジネス事例」
株式会社アルバック
第 2 部：三県省道交流会（逐次通訳）
・中国・韓国ミッション団との交流会
・中国・韓国の経済機関による相談コーナーを設置
定 員：100 名（事前申し込み、入場無料）
お申込み：3 月 18 日（月）までに、参加申込書にご記入の上、FAX またはメールにてお申し込み
ください。
参加申込書：
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/551751.doc
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f460071/
ＦＡＸ：045-210-8875
メール：economicsection@pref.kanagawa.jp
主
共
協

催：神奈川県、中国・遼寧省、韓国・京畿道
催：ジェトロ横浜
力：（公財）神奈川産業振興センター

＜お問い合わせ＞
神奈川県商工労働局産業部産業立地課
担当：鈴木・清水
■□■-----------------------------------------------------------------------10．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～MIPRO よりセミナーのお知らせ～
【外国人のためのビジネス・スタートアップ・セミナー
『小規模営業拠点における税務と雇用計画』
】
外国人の起業に詳しい専門家が、日本での起業に必要な税務、公的保険・雇用管理について解説
します。
取り上げる事例は、本国からの輸入ビジネスで、日本で営業活動をするための小規模な事業所（法
人）です。開業初期に想定されるコストを抑えた最小限の機能を持つ法人について、税務と雇用
管理の考え方を説明します。講師は、ミプロの『外国人のための起業ガイドブック』の著者で、
当日はこれをテキストに使います。
外国人の起業を支援する皆様も、是非ご参加ください。
日時： 2013 年 3 月 15 日（金） 14:00～16:30
会場： 池袋サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 6 階
内容：
1. 小規模営業拠点（資本金 500 万円以下）の税務
～形態別（現地子会社・日本支店）特徴
＊個人出資法人の税務は現地子会社に準じます。
講師 坂下国際税理士法人 代表社員 税理士 坂下弘子氏
2. 小規模事業所の公的保険と雇用管理

ミプロ内会議室

～展示会の短期雇用や一般事務など状況に応じた雇用の形態と管理～
講師 ヤシマ国際人事労務事務所 所長 特定社会保険労務士 八島則子氏
3. 交流会
講師を交え、質疑応答にもお答えします。
募集人員：30 名程度（先着順、定員に達し次第締め切ります）
参加費：1,000 円（当日会場にて現金でお支払い下さい）
使用言語：日本語（但し資料は和英併記）
↓セミナーの詳細、申し込み、問い合わせは以下をご覧ください。
http://www.mipro.or.jp/Event/touroku/id/366
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