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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＞ ～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。
2013 年 6 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
■□■-----------------------------------------------------------------------------

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、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．-------------------------------------------------------------------------■□■
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。今月は先月に引き続き、WBC入
居経済機関からのご紹介をお送りします。
＜ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社駐日事務所（SATRA）より＞
【外国投資家に対するベトナムの優遇政策について】 ～「アジアのあれこれ」～
ホーチミン市への主な投資国は、シンガポール、マレーシア、香港、韓国、台湾で、日本は第 6
位となっています。主な投資分野としては、製造分野、加工工業、不動産投資、卸売•小売、自動
車、バイク、その他エンジン機器、運送・貯蔵があげられます。
外国投資家は、ベトナムにおいては、100%外資出資企業もしくはベトナム企業との合弁による合
弁企業有限責任会社や株式会社を設立するという形式などで投資することになっています。その
他、外国投資家と国内投資家の業務提携契約で合作、社会インフラと技術インフラの分野におい
て国家機関と BOT/BTO/BT 契約、または官民パートナーシップ（PPP）の方式で合作、株式購

入や運営している企業への資本拠出、会社分割・分離・合併等といった金融投資活動が可能です。
一般的に法律で規定されている法人所得税率は 25％となります。ただし、業界により投資優遇の
規定があり、投資家は 10%～20%までの税率、法人所得税免除（最大 4 年まで）、50%減税（最
大 9 年まで）といった優遇税率を受けることができます。
また、投資家は土地賃貸料や機械装置の輸入関税の免除があり、固定資産や国内生産できない原
材料の輸入についても考慮されています。
↓詳しい情報は下記 URL をご覧ください。
外務省（ベトナム語）： http://mofahcm.gov.vn
外務省（英語）：http://mofahcm.gov.vn/en
法務局（ベトナム語）： http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn
科学・技術局（ベトナム語）： http://dost.hochiminhcity.gov.vn
＜お問い合わせ＞
ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社駐日事務所（SATRA JAPAN）では、ベトナム（特に
ホーチミン市）に関心を持っている全ての日本企業を歓迎し、SATRA GROUP 及びベトナム企業
との戦略的な協力関係や、現地法人設立を求める日本企業に対して、いつでもカウンセリング・
サポートをしております。
TEL：045-222-2024
FAX：045-222-2024
E-mail：satra.japan.office@ywbc.org
URL：http://www.satra-japan.com/index.php/ja/
■□■-----------------------------------------------------------------------------６．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ①～
【地域別・テーマ別の国際ビジネス相談会 毎月開催】
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。経験豊富な専門家による無料の
個別相談です。お気軽にご利用ください。
▼スケジュールはこちら▼
7 月 5 日（金）タ イ（関 知耻忠 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=284
7 月 12 日（金）中 国（張 安徳 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=283
7 月 22 日（月）輸出入（石川 雅也 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=281
7 月 29 日（月）上 海（IDEC 職員）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=282
※事前申込制となります。
※相談時間は 1 社につき 1 時間程度です。時間は 13：00～17：00 の間で調整します。
◆会場：横浜企業経営支援財団（IDEC）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
↓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
■□■------------------------------------------------------------------------------

７．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ②～
【中小企業のタイ進出～入門＆実践セミナー～ 7 月 5 日（金）】
タイ進出を考慮または準備中の企業を対象に、検討／準備のポイントと各ステップ、全体日程作
成と展開上の留意点など、具体的な進め方につき紹介します。
併せて、より早く、最小限の投資で進出を可能にするレンタル工場の活用や、タイ中心部の主要
な工業団地の特徴等、実践的な情報を提供し、参加者全員による意見交換で理解を深めます。進
出先の候補としてタイに関心をお持ちの企業の皆様は是非ご参加ください。
◆開催日時：7 月 5 日（金）13：30～15：30
◆開催場所：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 横浜メディアビジネスセンター7 階）
http://www.idec.or.jp/shisetsu/mbc/access.php
◆参加費：無料（事前申込制／コンサルタントの方はお断りする場合があります。
）
◆対象：横浜市内中小企業
◆定員：10 名 ※定員になり次第締切らせていただきます
◆内容：講師 関知耻忠 氏（横浜ビジネスエキスパート）
・タイを取り巻く経済環境と日系企業のタイ進出
・タイ進出の検討ポイント
・進出のワークフローと基本日程
・展開に当っての留意点
・レンタル工場活用による早期進出と投資抑制
・タイ中心部の主要工業団地とその特徴
・参加者による意見交換会
＜詳細・お申し込みはこちら＞
http://www.idec.or.jp/?k=IYnK
＜お問い合わせ先＞
横浜企業経営支援財団（IDEC）国際ビジネス支援部
TEL: 045-225-3730
■□■------------------------------------------------------------------------------

８．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ③～
【輸出入のいろはを学ぶミニ講座＆懇談会 7 月 24 日（水）】
これから輸出入ビジネスをはじめようとする方向けに、ミニ講義＆懇談会を開催します。
スパで使用している化粧品を例にとりあげて、輸入に至るまでをステップ毎に解説します。懇談
会では、講師が参加者のみなさまからの質問にお答えします。
◆開催日時：７月 24 日（水）14：00～16：30
◆開催場所：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 横浜メディアビジネスセンター7 階）
http://www.idec.or.jp/shisetsu/mbc/access.php
◆参加費：無料（横浜市内企業または横浜市内在住の方）
◆定員：30 名
◆内容
・スパ製品輸入のいろは ・輸入におけるトラブル＆注意点 ・輸入手続きいろいろ
・実際に輸入をはじめたら… ・取引先とのコミュニケーション など
講師の実際の経験から、分かりやすくお話しします。
＜詳細・お申し込みはこちら＞
http://www.idec.or.jp/?k=Nk9I

＜お問い合わせ先＞
横浜企業経営支援財団（IDEC）国際ビジネス支援部
TEL: 045-225-3730
■□■------------------------------------------------------------------------------

９．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【フィリピン セブ投資セミナー 7 月 11 日（木）
】
中小企業が経済成長及び雇用拡大に果たす役割は大きく、その成長要因のひとつとなる国際化の
促進が日本及びフィリピン、特にセブにとり重要な政策課題となっています。
本セミナーでは、日本の中小企業の皆様に向けて、セブ島で事業を展開する日系企業の最新情報、
成功体験の紹介を通して、今後の国際展開に向けた事業提携・支援の場を提供することを目的と
しております。セミナー終了後自由討議やネットワーキングの機会を設け、同日午前中にはご要
望に応じて個別相談会も実施致します。海外展開を検討されている中小企業の皆様はぜひご参加
ください。
◆開催日時：7 月 11 日(木) 14：00〜17：30 (受付開始 13：30)
◆開催場所：産業貿易センター会議室 702 号室
（横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル 7 階）
◆内容（予定）
・CIPC 紹介
・セブ経済の概要
Mr.Joel Mari S. Yu, Managing Director, Cebu Investment Promotion Center
・ビデオによるセブ紹介
・セブの投資機会
Mr.Masaharu Kawasumi, Advisor, Cebu Investment Promotion Center
・セブにおける事業展開
Mr.Yoshihiro Isano, Director, Alliance Software Japan, Inc.
Mr.Masaharu Kawasumi, Advisor CIPC, former President NEC Software Philippines
Mr.Tadashi Ishikawa, Vice President, Advance World Systems Inc.
・セブ進出企業向け利用可能用地について
Mr.William Liu, President, Primary Group
・オープン・フォーラム
・ネットワーキング
◆主催：Cebu Investment Promotion Center（CIPC）
、
駐日フィリピン共和国大使館商務部、ジェトロ横浜
◆定員：100 名（先着順）
◆通訳：日英逐次通訳
◆参加費：無料
＜お申し込み方法＞
ホームページの申込フォームより、7 月 9 日（火）までにお申込みください。
HOME＞ニュース・イベント＞イベント情報＞セミナー・講演会＞「フィリピン
ナー」
http://www.jetro.go.jp/events/item/20130625044/
＜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

セブ投資セミ

