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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～
【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
■□■-------------------------------------------------------------------------------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 6F
TEL: 045-222-2030
FAX: 045-222-2088
E-mail：open@ywbc.org
■□■-----------------------------------------------------------------------------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」～
【タイ：タイ人気質】
タイの現王室はチャクリ王朝で、現国王は第 9 世です。因みにミュージカルで有名な＜王様と私
＞に登場する王は第 4 世です。映画館において上映前に必ず国王讃歌が流れ、国籍を問わず起立
して敬意を表する事が求められますが、タイ人は心から国王を敬愛しており強制されての事では
ありません。政府官公庁には必ず国王夫妻のご真影が飾られており、民間企業内でも大小を問わ
ず社長室や会議室に飾られています。
タイでは軍事クーデターや政局が混乱した場合でも、王の一言で事態が収拾されることもあり、
タイ人の現国王に対する敬愛の精神は、
「本物だな！」と実感します。
日常会話でよく耳にし、かつタイ人気質をよく表わしている言葉の表現に、
「マイペンライ」とい
う言葉があります。直訳すると「問題ないよ」、「気にすることは何もないよ」という意味で、タ
イ人の心の寛大さを表す言葉のひとつですが、一方で、状況においては変わった使われ方をする
ことがあります。
例えば、遅刻をしてきたスタッフに注意すると、
「マイペンライ」と返ってきたり、水をこぼした
ウエイトレスに注意して「マイペンライ」と言われることもあるのです。こういったところは日
本人には理解しがたいところかもしれません。
一般的にタイ人の対日関心度は高いと言われており、対日観も良好です。一方、日系企業のタイ
への進出数は、他の東南アジア諸国向けに比べ圧倒的に多く、タイ人気質を良く把握し、日本と
違った現地生活習慣・風土を尊重することが、現地ビジネスでの成功につながっていくのではな
いかと感じています。
（WBC アドバイザー執筆）
■□■-----------------------------------------------------------------------------５．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～MIPRO よりお知らせ～
【外国人のためのビジネス・スタートアップ・セミナーのお知らせ 2/20】
日本で起業する外国人向けに、在留資格や会社設立について解説するセミナーです。
ミプロアドバイザーによる解説と共に、実際に起業をした外国人を講師に迎え、その体験談をお
話しいただきます。どのような点に苦労したか、ミプロをどのように活用したかを直接聞ける良
い機会です。日本での起業に関心のある皆様のご参加をお待ちしております。
当日ご参加いただいた方にはミプロ発行の「外国人のための起業ガイドブック」を無料でお配り
します。
◆開催日時：2 月 20 日（木） 14：00～16：00
◆開催場所：ミプロ会議室（東京都豊島区東池袋 3-1-3 ワールドインポートマート 6F）
http://www.mipro.or.jp/about/access/

◆内容：
・私の起業体験（英語）
講師：Mx Active LLC 代表 Omar Alonso López Garcia 氏
・在留資格と起業（日本語）
講師：ミプロ 対日投資アドバイザー
行政書士 高橋 秀次
・交流会（講師を交え、質問にもお答えします。）
※使用言語：ロペス・ガルシア講師 英語/高橋講師 日本語（但し資料は和英併記）
◆定員：30 名程度（先着順、定員に達し次第締め切ります。）
◆参加費：無料
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.mipro.or.jp/Event/touroku/id/404
■□■-----------------------------------------------------------------------------６．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【
「JICA 中小企業海外展開支援セミナー＠横浜」開催のお知らせ（再掲） ２/12】
近年、アジアなど開発途上国において新たにビジネス展開することを検討している企業が増加傾
向にあります。一方、我が国の政府や政府関係機関、地方自治体等も企業の海外進出を積極的に
支援する制度を強化しております。ジャイカ（JICA）においても平成 24 年度に中小企業の海外
進出を支援する事業を新設し、中小企業の海外展開をサポートしております。
今回、横浜市と横浜企業経営支援財団、JICA 横浜の主催で「JICA 中小企業海外展開支援セミ
ナー」を企画しました。本セミナーでは、中小企業の皆様にご利用いただける JICA の中小企業
支援事業に関して、ご紹介いたします。また、JICA の中小企業支援事業においてコンサルタン
トとして中小企業をサポートした経験のある会社、そして開発途上国において現地の政府機関や
住民と共に開発に携わった“青年海外協力隊経験者” を社員として雇用し、ビジネスの海外展開
等に生かしている企業の方々からお話を伺います。
◆開催日時：２月 12 日（水）14：00～16：00（13：30 受付開始）
◆開催場所：JICA 横浜 ４階 かもめ（横浜市中区新港 2-3-1）
http://www.jica.go.jp/yokohama/office/access.html
◆内容：
・JICA による中小企業支援事業のメニューについて
・企業にとって、JICA ボランティア経験者を活用するメリット（仮題）
・入三機材（株）のベトナムでの焼却炉事業における JICA 中小企業海外展開支援制度の活用
・個別相談会
◆参加費：無料
◆定員：80 名（先着順・事前申込制）
◆主催：JICA 横浜、横浜市経済局、公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=405
＜お問い合わせ先＞
公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）
国際ビジネス支援部（担当：廣木）
TEL：045-225-3730
FAX：045-225-3737
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------７．-------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～アフリカ開発銀行アジア代表事務所よりお知らせ～
【アフリカビジネス振興サポートネットワークの発足について】

アフリカ開発銀行アジア代表事務所は、昨年６月に横浜で開催された第５回アフリカ開発会議の
ビジネス面でのフォローアップとして、官民連携によるポータルサイト「アフリカビジネス振興
サポートネットワーク」を発足しました。
外務省、経産省の協力のもと、ＪＩＣＡ、ジェトロなどの公的機関、主要民間団体、アフリカ開
発銀行、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＤＯ、世銀などの国際機関の東京事務所、在京アフリカ大使館、アフ
リカビジネス振興をサポートする事業者等が連携・参加してアフリカビジネスに関する情報を集
約して掲載しています。
是非ご活用ください。
↓詳細は、以下のホームページを参照ください。
http://ab-network.jp/
＜お問い合わせ先＞
アフリカビジネス振興サポートネットワーク（AB-NET）事務局
（アフリカ開発銀行アジア代表事務所内）
TEL： 03-4589-8721
Email：info@ab-network.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------８．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【アセアンビジネスセミナー開催のお知らせ（テクニカルショウヨコハマ 2014 併催行事） ２/
５】
近年アジアを中心に、県内中小企業の進出が増えています。
本セミナーでは、アセアン各国の投資環境を説明すると共に、アセアン各国で貸工場を運営する
企業担当者が、物件情報をご紹介します。さらに、神奈川県及び神奈川産業振興センターの海外
駐在員が現地の最新ビジネス事情を報告します。
◆開催日時：２月５日（水） 13：30～17：30
◆開催場所：パシフィコ横浜 Ｅ206 会議室
（横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
◆内容：
・アセアン各国の投資環境
・アセアン各国の貸工場事情
・海外ビジネス事情のご紹介
・質疑応答
◆参加費：無料
◆定員：80 名
◆主催：神奈川県、
（公財）神奈川産業振興センター、日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情
報センター
◆後援：国際機関日本アセアンセンター
↓詳細はこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f520038/
↓お申し込みはこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/681218.doc
※上記リンク先より参加申込書をダウンロードされ必要事項ご記入の上、FAX またはメールにて
お申し込みください。
＜お問い合わせ先＞
神奈川県産業労働局
産業・エネルギー部国際ビジネス課（担当：鈴木、清水）
TEL：045-210-5567
FAX：045-210-8875
■□■------------------------------------------------------------------------------

９．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【国際ビジネス相談会のお知らせ ２/14, ２/17, ２/27】
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。
▼２月の相談会はこちら▼
２月 14 日(金) 輸出入（石川 雅也 氏)
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=401
２月 17 日(月) 貿易実務（櫻井 正文 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=400
２月 27 日(木) 中国 （張 安徳 氏)
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=402
※事前申込制となります。
◆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
↓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
※ご都合に合わせて日程調整も可能です。
▼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
■□■-----------------------------------------------------------------------------10．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【テクニカルショウヨコハマ 2014 セミナー＆出張相談会開催のお知らせ ２/６, ２/５～２/
７】
横浜企業経営支援財団(IDEC)では、テクニカルショウヨコハマ 2014 会場にて、海外ビジネス情
報セミナーを開催します。ミャンマー・カンボジアの投資環境の講演と、タイ・ベトナムの中小
企業向けレンタル工場の紹介をします。また、毎月開催している国際ビジネス相談会を IDEC 出
展ブースでも行います。どちらも無料・予約不要ですので気軽にお立ち寄りください。
＜セミナー＞
※ご来場者には、先着で海外投資実務の赤本を差し上げます！
◆開催日時：２月６日（木）11：00～14：00
◆開催場所：テクニカルショウヨコハマ 2014 セミナー会場Ｄ（直接会場へお越しください）
横浜市西区みなとみらい１－１－１ パシフィコ横浜展示ホールＣ・Ｄ
◆内容：
・ミャンマー・カンボジアの投資環境
・タイの中小企業向けレンタル工場の紹介
・ベトナムの中小企業向けレンタル工場の紹介
＜出張相談会＞
◆開催日時：２月５日（水）～７日（金） 10：00～17：00
◆開催場所：テクニカルショウヨコハマ 2014 横浜企業経営支援財団(IDEC)ブース内（L-15）

◆専門家スケジュール
２月５日（水）山下（インド）
・木村（中国）
２月６日（木）石川（貿易）
・浦本（ベトナム）
２月７日（金）浦本（ベトナム）
・山下（インド）
↓専門家プロフィールはこちらから
http://www.idec.or.jp/kaigai/soudan/list.php?gcd=032
※スケジュールに一部変更がありました。
＜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
FAX：045-225-3737
Email：global@idec.or.jp
※テクニカルショウヨコハマ 2014 への入場には別途登録が必要となります。
http://www.tech-yokohama.jp/tech2014/
■□■-----------------------------------------------------------------------------11．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【
「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：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。
）
◆申込締切：２月６日
◆内容
・グローバル経済の現況
・2014 年度の為替相場見通し
↓お申し込みはこちら
https://area26.smp.ne.jp/area/cl/24710/9jJNFAH7ci0D/M?S=lcla8m
＜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
FAX：045-225-3737
E-mail：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------12．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ～
【「成功するインドでの事業展開と経営管理～魅力あるインド市場の実態と、日系企業が直面す
る課題について～」セミナー開催のお知らせ ２/17】
人口 12 億人を有し、中間所得層の台頭が著しいインド市場ですが、複雑な法制度や税制、ビジネ
ス慣習の違いなど、日系企業が多くの課題に直面しています。インド市場の実態を俯瞰するとと
もに、インドでの日系企業の進出状況を分析したうえで、中堅・中小日系企業のインド進出時に
注意すべきポイントについて解説します。

◆開催日時：２月 17 日（月）
セミナー：14：00～15：30
ネットワーキング：15：30～16：30
◆開催場所：産業貿易センタービル２階かながわグローバルビジネスセンター商談室
http://www.yokohama-india-centre.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、横浜市経済局ほか
◆講師（敬称略）
：佐藤江司(公認会計士：日本および米国ニューヨーク州）
GIIP 国際アドバイザリー共同グローバル・マネージメントパートナー、GIIP インド代表
◆定員：40 名（先着：事前申込制）
◆参加費：無料
◆申込締切：２月 14 日（金）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.yokohama-india-centre.jp
＜お問い合わせ先＞
一般社団法人横浜インドセンター
TEL：045-222-7300
FAX：045-222-7333
Email：yic@ktpc.or.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------

