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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」～
【遠くて近い国メキシコ】
今般、安倍首相と経済ミッション団がメキシコを訪問し、両国の政財界の代表が投資機会拡大や
産業協力を話し合う「日本メキシコ協議会」が開かれ、一層の関係強化が謳われました。そこで、
現役時代に仕事で訪問する機会があった筆者にとって、懐かしいメキシコについて触れたく思い
ます。
今年は、仙台藩の支倉常長の外交使節団が太平洋を渡ってメキシコを訪問してから 400 周年にあ
たるそうです。メキシコは、対日感情が良好な親日国で、2011 年に外務省が実施した対日世論調
査でも、日本は「最も信頼できる国」として米国、カナダに次ぐ 3 位、
「親近感」でも米国、スペ
イン、カナダに次いで 4 位に位置づけられており、その親日国ぶりが伺えます。
＜日系企業の進出状況及びビジネス環境＞について述べると、同国と日本との間で 2005 年に発
効した EPA（経済連携協定）により、両国間の貿易額、直接投資残高とも飛躍的に拡大し、アジ
アからの同国への投資額では、日本が最大であるといわれています。日本企業の進出数は 2013
年 10 月時点で 679 社となっております（出所：JETRO 調査）。メキシコの輸出基地としての重
要性が投資を呼ぶ背景にあり、巨大市場である米国と隣接している事がメキシコの大きな優位性
であるといえます。特に日系自動車産業のメキシコへの投資が活発で、日産の生産拡大に続き、
マツダ、ホンダの進出も加わり、さらに自動車部品メーカ等の関連産業の進出も活発で、同国の
裾野産業の拡大に好影響をもたらしています。
＜メキシコでのビジネスを展開する際に心掛けるべき事項＞を挙げると、同国の労働者は、手先
が器用で、労働条件の厳しい仕事にも真面目に対応はしますが、自ら創意工夫するマインドは必
ずしも十分育っているとは言えないようで、経営者の適格な指示、指導が肝要となります。言語
の面では、英語を解するバイリンガルは増加傾向にあるものの、スムースな業務遂行にはスペイ
ン語の活用が欠かせません。労働者保護として労働者権益が労働法に明記され、特に企業利益の
10%を労働者に還元させる労働者利益分配制度が、企業側の抵抗を受けながらも現在も継続して
います。
最後に＜一般の生活様式：余暇の過ごし方等＞について触れると、一般に陽気な国民性であり、
音楽を愛し、特に伝統的なマリアッチが今も健在です。普段の生活では、家族、親族で集まって
飲食、ダンス、会話を楽しみ、結婚パーティーでは、新郎新婦から招待者までが夜の更けるのを
忘れて楽しむ習慣があります。また、サッカーが国民的スポーツとして位置づけられていること
は広く知られておりますが、このたび、日本ワールドカップ代表監督に同国のアギーレ監督が招
聘され、政治・経済・文化に加えスポーツを通して日本とメキシコ両国が更なる絆を深められる
ことを、心より期待するものです。
（執筆：WBC アドバイザー 屋島）
■□■------------------------------------------------------------------------------

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 ９/９, ９/11, ９/12, ９/26】
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。
▼９月の相談会はこちら▼
9 月 9 日（火）中 国（筧 武雄 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=528
9 月 11 日（木）輸出入（石川 雅也 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=519
9 月 12 日（金）韓 国（岡松 直勝 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=522
9 月 26 日（金）ベトナム（武田 悠貴彦 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=532
※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
http://www.idec.or.jp/seminar/?gnr=032
＜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
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【貿易実務講座～担当者がおさえるべきポイントとは？～ 10/８, 10/20, 10/27, 11/17, 12/８】
本講座は、今後海外取引を手がけたり、すでに貿易に携わっている企業の担当者を対象に、貿易
実務を身につけ、今後のビジネス拡大展開を図れるように、実務経験豊富な講師が自身の経験を
基に講座を行います。企業の人材育成や個々のスキルアップにぜひご活用ください。
◆開催日時：10 月８日（水）
、20 日（月）、27 日（月）
、11 月 17 日（月）
、12 月８日（月）の全
５回
各回 13：30～17：00（初日の 10 月８日（水）のみ、終了後に１時間程度の名刺交換会を予定し
ています。
）
◆開催場所：横浜企業経営支援財団（IDEC）大会議室
（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：市内企業１名につき 15,000 円／市外企業１名につき 30,000 円
（全５回・初回に現金にて徴収）

↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=530
＜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
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【中国（上海）国際工業博覧会 横浜ブース出展企業募集のお知らせ 11/４～11/８】
IDEC では 11 月に上海で開催される国家級の総合見本市「中国国際工業博覧会」に横浜ブースを
設置します。同博覧会は中国最大級の工業見本市で、中国全土から、また海外からも環境関連企
業や行政関係者が多数来場します。
◆開催日程：11 月４日（火）～８日（土）
◆会場：上海新国際博覧センター（上海市浦東新区）
◆出展料：市内中小企業 200,000 円/小間
市内企業（中小企業以外）268,950 円/小間
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20140725151516.php
＜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
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【海外事業展開事例研究会（ABPJ） 第 8 回研究会セミナー アジアビジネス 現地を知る、駐
在経験者の目から見た現状報告！ ９/10】
アジアビジネスでの決め手はなにか、各国で事業展開に携わった経験者が実体験を基に現地を紹
介、参加者全員で語り合う、成功のノウハウ探求の場を企画しました。
◆開催日時：９月 10 日（水）13：30～17：50（交流会含む）
◆開催場所：横浜市市民活動支援センター4 階会議室
（横浜市中区桜木町１-１-56 クリーンセンタービル）
◆参加費：3,000 円（交流会を含む）
◆申込締切：９月８日（月）
◆主催：NPO 法人神奈川中小企業活性化センター、海外事業展開事例研究会
◆後援：神奈川県、神奈川産業振興センター、ジェトロ横浜、横浜商工会議所、川崎市、
川崎市商工会議所、公益財団法人川崎市産業振興財団、株式会社ケイエスピー

↓詳細・お申込みはこちら
http://abpj.jp/

＜お問い合わせ＞
海外事業展開事例研究会
TEL：090-8879-0027
■□■-----------------------------------------------------------------------------9．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO よりお知らせ～
【ジェトロの専門家による新興国市場開拓支援サービス ＜新規事業＞の御案内】
新興国への販路や調達先の開拓等に取組んでいる皆様が抱える課題、疑問の解消に向けてジェト
ロの専門家が継続的にサポートします。
◆対象：中堅・中小・小規模事業者
◆分野：環境・エネルギー機器、日用品・生活雑貨、サービス
（流通・小売、外食、理美容、教育等）
、ファッション
◆費用：無料
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/services/export2/
※サービスご利用期限：2015 年 3 月 31 日
＜お問い合わせ＞
ジェトロ横浜
TEL：045-222-3901
Email：YOK@jetro.go.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------10．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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３回「インド自動車産業の状況と工場建設の実
際」 ９/17】
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、自動車産業が盛んなインド南部のチェンナイで実際にビジネスを行っている方々よ
り、インドビジネスの現状や昨今設立が盛んな工業団地について、お話しいただきます。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：９月 17 日（水）13：30～16：45
◆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/）
◆内容：
・
「インドは日本の中小企業の進出を望んでいる」
（株式会社ＲＯＵＮＤ 代表取締役社長 笠木 英文氏）
・
「インドでの工場建設の実際」
（株式会社エー・イー・エス インド法人 現地代表 坂爪 亮一氏）
・
「チェンナイ近郊工業団地のご紹介」
（アセンダス・日揮、双日）
◆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（IDEC）
◆定員：100 名 ※事前申込制
◆参加費：無料

◆申込締切：９月 12 日（金）
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531138/
＜お問い合わせ＞
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
■□■------------------------------------------------------------------------------
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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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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