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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 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
■□■-----------------------------------------------------------------------------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「世界のあれこれ」～
【FIFA ワールドカップ：ブラジル ～反転に期す~】
FIFA ワールドカップブラジル大会では多くの熱戦が繰り広げられ、ドイツの優勝をもって閉幕し
ました。筆者はにわかサッカーファンで、お祭り騒ぎにつられて TV などで観戦しました。敵方
に攻め込まれて防戦の混乱の中から反転し、放たれたロングパスを受けて 1~2 名の選手がドリブ
ルで敵陣突破し、一気にシュートを放つといったシーンが、にわかファンにはわかりやすく、大
好きな展開でもあります。今大会では意識的にこういう戦法を多用したチームもあり、エキサイ
ティング且つ、ハイレベルな試合を堪能することが出来ました。高温多湿な気候条件のなかで気
力・体力を振り絞って反転にかける選手たちの熱い想いが伝わってきました。
今大会で大活躍したネイマール選手や、神様ペレ、そして三浦知良選手等がプレーしたサントス
FC はブラジルサッカー界屈指の人気クラブチームです。そのサントス港に、1908 年最初の移民
船笠戸丸が到着し、以後 25 万人もの日本人がブラジルに移住しました。筆者の郷里・広島県は移
民の最多輩出県として知られています。当時通学していた小学校では児童達の描いた絵や書、作
文などを移民の方々に送り、そのお礼にパイナップルの缶詰めが送られてきて、給食のときにふ
るまわれたのを記憶しています。戦後の復興期であったこの時期、パイナップルなどは貴重品で
あり給食のときには学校中に生徒達の歓声が沸きおこったものでした。広島県は山地が多く農業
経営には厳しい環境であり、多くの移民の方々はブラジルの大地への移住という反転に夢を託さ
れたのだと思います。
ブラジル経済は、昨今やや下降気味で 2013 年の GDP 成長率は 2.3%、2014 年は 1.7%の見通し
(JETRO 調査)となっています。BRICS の一端を担い高度経済成長を謳歌した時期から一転、現
在は厳しい低成長時期にあるようで、ワールドカップ関連施設などへの投資のあり方をめぐって、
連日デモが発生していたことはニュースでも報道されていました。ここにもまた、反転への期待
が渦巻いているようです。
しかしながら、ブラジルは資源大国として鉄鉱石などは世界有数の生産量を誇っております。ま
た消費の担い手である中間層も着実に増加していて、さらに自動車や航空機といった工業製品の
一大生産拠点でもあります。何らかの契機があれば、反転の後、ロングパスから一気にゴールを
決める底力と情熱をもったこの国には、世界中から経済成長けん引の大きな期待が寄せられてい
ます。投資家・企業家の方々にとっても反転の夢を共有できるビジネスチャンスに溢れた魅力の
大国だと思います。
（執筆：WBC 所長 前田）
■□■------------------------------------------------------------------------------

5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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 8/22, 8/26, 8/28, 9/11】
地域別・テーマ別の国際ビジネス相談に、経験豊富な専門家が対応します。無料の個別相談とな
っておりますので、お気軽にご利用ください。毎月相談会を開催しているほか、ご都合に合わせ
て日程調整も可能です。
▼8 月、9 月の相談会はこちら▼
8 月 22 日（金）中 国 （張 安徳 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=518
8 月 26 日（火）インドネシア（滝沢 透 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=520
8 月 28 日（木）フィリピン（横山 徹 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=517
9 月 11 日（木）輸出入（石川 雅也 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=519

※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。
※相談会は 13：00～17：00 の間となります。
◆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
＜お問い合わせ先＞
（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
Email：global@idec.or.jp
■□■-------------------------------------------------------------------------------6．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【ASEAN 進出における知的財産保護とその対策～ベトナムを中心に～ 8/8】
本セミナーでは、ASEAN 諸国の中でもベトナムに焦点を当て、商標など知的財産制度について
の権利取得と侵害対策の概要を中心に、中国から ASEAN 諸国への模倣品の拡散も含めて相談事
例をもとに解説します。初心者を対象としたセミナーです。
◆開催日時：8 月 8 日（金）14：00～16：40
◆開催場所：川崎商工会議所 2 階 会議室 3（川崎区駅前本町 11-2）
◆参加費：無料
◆定員：60 名
◆主催：ジェトロ横浜
◆共催：川崎商工会議所
◆後援予定：川崎市、
（公財）川崎市産業振興財団、川崎信用金庫
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/events/item/20140707901/
＜お問い合わせ＞

ジェトロ横浜
担当：後藤、田中
TEL：045-222-3901
Email：yok@jetro.go.jp
■□■-------------------------------------------------------------------------------7．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【中小企業商標先行登録調査・相談事業の御案内 2015/2/3 締切】
これから海外への進出を考えている中小企業を対象に、海外展開予定国における商標先行登録状
況を調査し、その結果に対して、助言と個別相談を行います。
◆内容：
中国、香港、タイ、米国、フランス、ドイツの中から、１カ国・地域、3 商標、5 分類まで無料で
調査します。調査後は、報告書を作成し法的観点に基づく助言を行います。
必要に応じて、個別相談を実施します。
◆申請受付締切：2015 年 2 月 13 日（金）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/services/ip_trademark/
＜受付窓口・お問い合わせ＞
ジェトロ知的財産課
担当：佐藤、谷波、宮本
TEL：03-3582-5198
■□■-------------------------------------------------------------------------------8．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ～
【神奈川県南インドミッション事前セミナー 第２回「インド経済概況と南インド進出日系企業
動向」 8/26】
神奈川県及び関係団体では、南インド企業ミッションの派遣を 11 月中旬に予定しています。本セ
ミナーでは、インド経済の概況および日系企業の動向、進出時におけるリスクについて講演する
ほか、投資事例などをご紹介します。インドへの進出や事業展開を検討されている企業の方は、
ぜひご参加ください。
◆開催日時：8 月 26 日（火）13：30～17：00（開場 13：00）
◆開催場所：神奈川中小企業センター14 階多目的ホール
（http://www.kipc.or.jp/about_kip/access/）
◆定員：100 名（事前申込み、参加費無料）
◆申込締切：8 月 22 日（金）
◆内容：
・インド経済概況と進出日系企業動向
（日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア大洋州課 古屋 礼子氏）
・日産自動車のインドにおける事業展開
（日産自動車株式会社 インド／南アジア事業部長 秋山 淳二氏）
・インドにおけるＩＴ投資及び他分野の投資例と今後の見通し
（ジェネシス株式会社 代表取締役 西山 征夫氏）
◆主催：神奈川県、日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター、
（一社）横浜インドセ
ンター、
（公財）神奈川産業振興センター
◆後援（予定）
：横浜市経済局、横浜商工会議所、
（公財）横浜企業経営支援財団
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530905/
＜お問い合せ＞

神奈川県産業労働局産業・観光部国際ビジネス課
担当：樋口
TEL：045-210-5567
FAX：045-210-8875
■□■-------------------------------------------------------------------------------9．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜商工会議所よりお知らせ～
【はじめての海外取引勉強会 9/11, 9/18, 9/25, 10/3】
経済のグローバル化が進展し国内市場が縮小していく中で、中小企業が今後も活力を維持し事業
を拡大していくためには、成長著しいアジアをはじめとする海外の市場開拓を視野に入れた事業
展開が重要な 課題となっています。
そこで、日頃から中小企業の海外ビジネスを支援している横浜市内国際経済関連 4 団体（横浜商
工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター、公益財団法人横浜企業経営支
援財団、横浜市経済局）が連携して、海外との取引をはじめて試みようとされる中小企業の皆様
を対象に、標記勉強会を
開催します。企業の経営者のみならず、実務ご担当者様も是非ご参
加ください。
◆開催日時：9 月 11 日（木）
、18 日（木）、25 日（木）
、10 月３日（金）
全４回 14：00～17：00
（初回は名刺交換会開催のため 18：30 終了予定）
◆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 産業貿易センタービル８階）
◆内容：
第１回 9 月 11 日（木）
・
「有望アジア市場の概況と今後の可能性」
・
「経営者が知っておくべき輸出取引の実務」
第２回 9 月 18 日（木）
・
「中小企業でもできる海外取引とは」
・
「海外取引の成功の鍵は良きパートナー探し」
第３回 9 月 25 日（木）
・
「中小企業はいかにしてアジアの顧客を開拓できるか」
・
「今、注目の国と今後のトレンドとなる国とは」
第４回 10 月３日（金）
・
「EPA【経済連携協定】活用術」
・
「EPA【経済連携協定】に基づく原産地規則の基礎」
◆対象：海外取引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）
◆受講料：横浜商工会議所会員またはジェトロ･メンバーズ １名様 10,000 円（税込）
一般（上記以外の企業の方） １名様 16,000 円（税込）
◆主催：横浜商工会議所、日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター、公益財団法人
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.yokohama-cci.or.jp/kokusai/140911-141003.pdf
◆申込締切：8 月 29 日（金）
＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所
国際部
担当：稲田
TEL:：045-671-7406
FAX： 045-671-7410
■□■--------------------------------------------------------------------------------

10．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜企業経営支援財団・上海事務所よりお知らせ
【国際物流見本市「中国（連雲港）シルクロード国際物流博覧会」出展募集のご案内 8/28 締切】
物流専門見本市「中国（連雲港）シルクロード国際物流博覧会」が 10 月 21 日～23 日の間「新ユ
ーラシア・ランドブリッジ」の東の終着点であり、シルクロードの海への出口である江蘇省連雲
港市で開かれます。
中国「一帯一路」発展戦略を背景に、連雲港はシルクロード経済ベルトと新海上シルクロードを
つなぐ物流重鎮港です。そのため、上海協力機構会員国の共用海上輸送窓口として、また、日韓
貨物の中央アジアへの推薦ゲートウェイとして、すでに 150 以上の国、地域の 1,000 近くの港湾
と航路が開通、新ユーラシア・ランドブリッジ全体の 90％以上の国際コンテナを取り扱っていま
す。日本の経済貿易交流の歴史も長く、連運港－日本間のフェリー航路も開通しています。
今回のオーガナイザーである中国国際貿易促進委員会江蘇省分会は、日中間物流貿易を重視して
おり、当事務所とも長年交流を続けてきました。そのことから本見本市に当事務所経由で申し込
まれた場合、無料ブースをご提供いただけることになりました。
市場開拓や情報収集、ネットワーク作りの機会として、本見本市をぜひご活用ください。
◆開催期間：10 月 21 日（火）～23 日（木）
◆開催場所：連雲港工業展覧中心（予定展示面積３万㎡）
◆メインテーマ：国際物流ルートの構築／シルクロード経済ベルトへサービスを供す
◆出展範囲：
・太平洋－バルト海を連接するアジア・ヨーロッパ諸国、ランドブリッジ沿線の港湾及び海運サ
ービス状況の展示
・新ユーラシア・ランドブリッジ沿線の物流サービス企業の展示
・物流設備と技術の展示
・連雲港の物流環境の展示
◆出展者に対する無償サービス：ガイドブック情報掲載、大会ウェブサイトを通しての情報発信
◆出展料（１標準ブース：3×3 ㎡）
：無料
◆申込締切：8 月 28 日（木）
◆主催：中国国際商会
◆オーガナイザー：中国国際貿易促進委員会、江蘇省商務庁、中国国際貿易促進委員会江蘇省
分会、連雲港市人民政府等
↓詳細はこちら
http://www.lygexpo.com （中文／英文）
※お申し込みは、下方のお問い合わせ先に直接御連絡ください。
＜お申し込み・お問い合わせ＞
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）
・上海事務所
担当：斎藤、川北
TEL：+86-21-6841-5777
FAX：+86-21-6841-5700
Email：yokohama@idec-sh.com
■□■--------------------------------------------------------------------------------
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WBC のサービスご案内
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WBC では下記のサービスを行っております。
○グローバルビジネスに関する相談（貿易相談など）
○レンタル・オフィスの提供および入居者のビジネス相談
○引き合い情報の提供
○WBC メールマガジンの発行
○Facebook での情報発信
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横浜ワールドポーターズのご案内
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WBC は横浜ワールドポーターズの 6 階に入居しています。
横浜ワールドポーターズは、
「いろんな世界がここにある」というコンセプトのもと、ファッショ
ン、インテリア、雑貨、グルメ、フードなど個性豊かなショップが揃うエンターテインメントシ
ョッピングセンターです。 5 階には 3Ｄ対応のイオンシネマみなとみらいも併設されており一日
中お楽しみいただけます。
http://www.yim.co.jp/index.html
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WBC メールマガジン発行について
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横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）は、横浜市からの委託を受け、下記事業者が管
理運営業務を実施しています。
発 行 者：
横浜ワールドビジネスサポートセンター
〒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
TEL: 045-222-2030 FAX: 045-222-2088
http://www.ywbc.org/
http://www.facebook.com/YokohamaWBC
事業受託者：

事業委託者：

（株）メディカルアソシア
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-7
NBF 日比谷ビル 9 階
TEL: 03-6891-0802 FAX: 03-6891-0805
http://medicalassocia.jp/
横浜市経済局 誘致推進課
〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
TEL: 045-671-3834
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/

◆本メールマガジンに関してお心当たりの無い方は、本メールをこのまま
ご返送ください。
◆本メールマガジンへのご感想ご要望は、mmq@ywbc.org にお願い致します。
◆購読申し込み、購読中止手続き http://www.ywbc.org/mm/
©; MEDICAL ASSOCIA 無断転載を禁じます。
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