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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 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
■□■----------------------------------------------------------------------------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．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------４．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～コラム「アジアのあれこれ」～
【年末のご挨拶 ～横浜よりアジアへ～ 】
WBC は横浜市のみなとみらい 21 地区にあります。
事務所からの帰途に見る黄昏時の風景は、多彩なイルミネーションなども施され、ことのほか美
しく、この地での暮らしに安らぎと喜びを覚えるひとときです。
しかし、視点をアジアに移すと、シリアの内戦で被災した人々や、台風で被災し悲しみに打ちひ
しがれているフィリピンの人々の姿が脳裏をよぎります。かの地の人々は、今この同じ時をどの
ような思いで受け止めておられるのだろうかと心が痛みます。ヨーロッパが EU という共同体を
いち早く形成してまとまりを見せているのに対して、アジアはあくまでも広く、多様な民族・宗
教・文化などが混在し、その上に昨今では格差も大きな社会問題となっております。
うばい合えば
足らぬ
わけ合えば
あまる
©相田みつを ～「うばい合えば」より～
争い合うことの愚かさと、慈しみ合うことの尊さを、単純明快に表現しておられるようです。
人々の飢餓や苦難が一刻も早く救済されることを願ってやみません。
アメリカの D.メドウス教授によって発表された「世界がもし 100 人の村だったら」と言う報告書
によると、1 人が大学教育をうけ、2 人がコンピューターを持っているそうです。横浜に住まい、
平和と豊かさを享受している我々は明らかに 100 人の村の最も恵まれた 1 人です。この恵まれた
1 人は、その他の 99 人とどのように向き合っていけば良いのでしょうか。これからのアジアでの
ビジネスや交流を考える上で、欠かせない視点であるように思われます。
年の瀬のひとときを、しばし国連事務総長になった気分で世界を俯瞰し、来るべき年への挑戦に
想いを馳せてみてはいかがでしょうか。
「過ぎ去ったものには、ありがとう。来たらんとするものには、よし！」
（第 2 代国連事務総長 ダグ・ハマーショルド）
WBC では現在 15 の海外の機関・企業が入居しておられ、来年も入居されている皆さまの国際ビ
ジネスの展開のお手伝いをさせて頂く所存です。
当メールマガジンの読者の皆さまには、この 1 年間ご愛読頂き本当にありがとうございました。
良い新年をお迎えくださるよう、お祈り申し上げます。
（執筆：WBC 所長）
■□■------------------------------------------------------------------------------

５．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ １～
【国際ビジネス個別相談会のお知らせ 1/14, 1/16, 1/24, 1/30】
地域別・テーマ別の国際ビジネス相談を毎月開催しています。IDEC 登録の海外ビジネス経験の
豊富な専門家による、無料の個別相談です。具体的なビジネス相談から情報収集などに、お気軽
にご利用ください。
【2014 年 1 月の相談会はこちら】
2014 年 1 月 14 日（火）貿易実務（櫻井 正文 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=392
2014 年 1 月 16 日（木）中国（木村 行裕 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=393
2014 年 1 月 24 日（金）韓国（岡松 直勝 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=394
2014 年 1 月 30 日（木）ベトナム（山崎 末次 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=395
開催場所：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
※事前申込制となります。
※相談時間は 13：00～17：00 の１時間程度です。
（1 月 14 日貿易実務のみ 9：00～12：00 となります）
↓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
↓個別相談のお申し込み・専門家の検索はこちらから
http://www.idec.or.jp/kaigai/soudan/index.php
※2014 年 2 月 5 日(水), 6 日(木), 7 日(金) は、テクニカルショウヨコハマ 2014（パシフィコ横
浜展示ホールＣ･Ｄ）IDEC ブース内にて、国際ビジネス相談会を実施します。ご来場お待ちして
おります。
※ご都合に合わせて日程調整も可能です。
＜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 FAX：045-225-3737
E-mail：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------６．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ ２～
【
「2014 年度の為替相場見通しとグローバル経済の現況」セミナー開催のお知らせ 2/10】
三井住友銀行（SMBC）との共催セミナーとして、
「2014 年度の為替相場見通しとグローバル経
済の現況」セミナーを開催します。明るさを取り戻しつつある経済トレンドですが、今回のセミ
ナーでは、新年度における主要通貨の為替動向と世界各地域の経済情勢、及びそれらの背景につ
いて解説いたします。為替等最新情報をお届けしますので、皆様奮ってご参加ください。
開催日時：2014 年 2 月 10 日（月） 13：30～16：00
開催場所：情文ホール
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
参加費：無料
定員：150 人（定員になり次第締め切らせていただきます）
【内容】
第一部「グローバル経済の現況」

講師：三井住友銀行 グローバル・アドバイザリー部 部長 名合 栄治
第二部「2014 年度の為替相場見通し」
講師：三井住友銀行 市場営業統括部 チーフ・マーケット･エコノミスト 森谷 亨
↓お申し込みはこちら
https://area26.smp.ne.jp/area/cl/24710/9jJNFAH7ci0D/M?S=lcla8m
お申し込み締め切り：2014 年 2 月 6 日
＜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 FAX：045-225-3737
E-mail：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------７．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ １～
【
「はじめての海外進出」勉強会 受講者募集のお知らせ 1/17, 1/24, 1/31】
旺盛な新興国需要を取り込むべく日本の中小企業においても現在、海外生産や販路拡大に向けた
動きが活発化しています。
本勉強会は、初めて現地法人（製造拠点）の設立を目指す中小企業の皆様を主たる対象として、
現地経済動向ならびに基礎的な実務知識を習得していただくためのものです。
海外進出をご検討中の方、或いは最近取り組まれた方におかれましては本勉強会のご活用をお勧
めします。
開催日時：2014 年 1 月 17 日（金）
、24 日（金）
、31 日（金）
全 3 回 14：00〜17：00（初回は名刺交換会開催のため 18：30 終了）
開催場所：横浜商工会議所 8 階特別会議室（横浜市中区山下町 2）
【内容】
第 1 回 2014 年 1 月 17 日(金)
・
「中小部品サプライヤーの経営実態の現状・課題」
・
「アジア主要国投資環境比較」
第 2 回 2014 年 1 月 24 日(金)
・
「海外進出事前準備」
・
「現地法人・工場設立」
第 3 回 2014 年 1 月 31 日(金)
・
「工場運営・労務管理」
・
「販売体制」
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
定員：30 名（先着順）
（横浜市（神奈川県内）に本社のある企業を優先させていたただきます。
）
受講料：ジェトロ･メンバーズ/横浜商工会議所会員 1 名様 10,000 円(税込)
一般（上記以外の企業の方） 1 名様 20,000 円(税込)
主催：ジェトロ横浜、横浜商工会議所、
（公財)横浜企業経営支援財団（IDEC）
後援：横浜市経済局（予定）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/events/item/20131203980/
お申し込み締め切り：2014 年 1 月 10 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
■□■-----------------------------------------------------------------------------８．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ ２～
【専門家による新興国進出 個別支援サービス利用企業募集中 1/15～】

ジェトロでは、日本の中堅・中小・小規模事業者に対して、アジア・中南米等の新興国に進出す
る際の支援を個別に行うサービスを実施しています。事業リスクの高い新興国に進出を計画する
中小事業者に対して実務経験に富んだ人材を専門家として派遣するものです。明年 1 月中旬、第
3 回目の支援対象企業を募集します。ご関係者におかれましては本事業を是非ともご活用くださ
い。
↓サービス詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/services/expert/
申込開始：2014 年 1 月 15 日より第 3 回の募集開始予定
＜お問い合わせ＞
ジェトロ人材開発支援課 担当：油井原、峯村、柴原
TEL：03-3582-5397
E-mail：bue-shien@jetro.go.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------９．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ ３～
【「南アフリカ自動車産業投資ミッション」参加者募集のお知らせ 3/2～3/7】
ジェトロでは、サハラ以南アフリカのゲートウェイとして注目される南アフリカの自動車産業に
着目し、同国への進出にご関心をお持ちのわが国自動車産業関連企業および在外日系企業を対象
とする投資ミッションを派遣します。
本ミッションでは、南アフリカ自動車産業の集積地であるヨハネスブルグ／プレトリア、ダーバ
ン、ポートエリザベスの各都市を巡り、日系・地場系・非日系外資系の自動車・自動車部品メー
カーの製造現場を視察するほか、自動車産業を所管する政府当局や業界団体幹部との意見交換、
現地日系企業駐在員との交流など、多種多様なプログラムを通じ、南アフリカ自動車産業の可能
性を多面的に探ります。
アフリカ自動車関連市場の開拓をご検討されている皆様にとって、最新の現地情報を知る絶好の
機会となる本ミッションに、是非、ご参加下さい。
【概要】
派遣期間：2014 年 3 月 2 日（日）～3 月 7 日（金）
（6 日間）
※お住まいの都市と現地の往復移動日は上記期間に含みません。
※全行程へのご参加を条件とさせていただきます。
訪問都市：ヨハネスブルグ、プレトリア、ダーバン、ポートエリザベス
定員：定員 40 名（最少催行人数：10 名）
対象：南アフリカへの進出に関心をお持ちの自動車・同部品関連業界の日本企業または在外日系
企業の皆様
※コンサルティングなどの海外進出支援を業務とする企業の方のご参加はご遠慮いただいており
ます。
主催：日本貿易振興機構（ジェトロ）
、南アフリカ共和国政府貿易産業省（DTI）
旅行手配：株式会社 JTB コーポレートセールス
↓スケジュール、お申し込み等詳細はこちら
お申込み締め切り：2014 年 1 月 31 日（金）
※定員になり次第、お申し込み受付を締め切らせていただきます。
http://www.jetro.go.jp/events/s-africa/
＜お問い合わせ先＞
ジェトロ海外投資課 担当：伊藤、宮崎
TEL：03-3582-5235
E-mail：obb@jetro.go.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------

