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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」～
【スコットランドの花（Flower of Scotland）
】
アザミは 15 世紀にスコットランド王ジェームス 3 世によって国花として認定され、国民に親し
まれてきました。時代を経て、フォークグループのザ・コリーズが、このアザミをモチーフにし
て「スコットランドの花」を作曲し、1967 年 BBC の番組の中で演奏されました。以後ラグビー
やサッカーなどスコットランド選手の出場する国際試合の中で、非公式な国歌のような存在とし
て人々に愛されています。
スコットランド独立の賛否を問う住民投票が 9 月 18 日に行われ、世界中の注目を集めました。国
家の分離独立や、民族問題などといえば、お決まりのように武力衝突や流血事件を伴い、実際に
毎日のように悲惨な状況が報道されています。しかし、今回のスコットランド独立問題の解決の
プロセスは、一滴の流血もなく、整然とした住民投票によって平和裏に行われました。このこと
こそ、成熟した民主主義の風土に根付いた「スコットランドの花」とも呼ぶべき素晴らしいお手
本ではないでしょうか。この良い花の種子が、世界中に広く根付いていくことを願わずには居ら
れません。
言うまでもなく、スコットランドと日本の交流は長く深く、スコットランド民謡の多くは学校唱
歌として日本に普及しています。どれだけ多くの日本人が、
「蛍の光」や「アニーローリー」など
のスコットランド民謡に癒され、励まされてきたことでしょうか。最近話題の TV ドラマ「花子
とアン」のなかでも、主人公「花子」が女学校に入学してくじけそうな日々の中で、
「スコット先
生」が歌う「The Water Is Wide」(邦題：悲しみの水辺)を聞いて心励まされるシーンがあります。
その歌がスコットランド民謡と判明したことから、視聴者の間に静かにスコットランド音楽ブー
ムが再燃しているそうです。
スコットランドは、古くから石炭を通じてイギリスの産業革命を支えてきた歴史を有し、1960 年
代には北海油田が開発され、石炭・石油の豊富な地下資源を有しています。1980 年代からは半導
体産業や情報産業を中心に、スコットランド中部にシリコングレンと呼ばれる IT 産業の集積地を
形成しました。最近ではライフサイエンス分野での発展に力を注いでおり、ヨーロッパでも有数
の生命科学コミュニティーを形成し、医療技術、医薬品開発、再生医療などの分野で国際レベル
のインフラが整えられているということです。
日本企業のスコットランドにおけるビジネス展開などについては、スコットランド国際開発庁が
取扱っています。同庁と当 WBC は、適時交流を重ねて情報交換などをしています。同地域での
ビジネス展開をご検討の方はご連絡ください。スコットランドの大地に眠っている新たな「花」
を発掘し、育てていただく契機となれば幸いです。

（執筆：WBC 所長 前田）
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～フォーラム・展示会開催のお知らせ～
【
「横浜デイ in Smart City Week 2014」のご案内（参加者募集） 10/29】
横浜市Ｙ－ＰＯＲＴ事業では、昨年に引き続き､企業の皆様の海外展開支援を目的として『横浜デ
イ』を開催します。横浜市と企業の公民連携による国際技術協力の取組みの紹介や企業が有する
優れた技術・製品等の展示を通じて、政府関係機関や市内経済団体等も交えた来場者との交流を
行います。
今年度は、海外からの有識者や横浜市との連携都市の関係者など、昨年度より多様なパネリスト
によるフォーラムを開催します。また、展示会場の開場時間とスペースを昨年度より拡大すると
ともに、出展企業のプレゼンテーショーンスペースを新設し、出展者の環境技術や事業実績を幅
広くご紹介します。「横浜デイ」は、新興国都市や多様な企業との交流を深める絶好の機会です。
是非ご参加ください。
◆開催日時：10 月 29 日（水）13：00～16：30（12：30 開場）
◆開催場所：パシフィコ横浜 会議センター５階 501･502･503
（横浜市西区みなとみらい１－１－１）
◆内容：
【フォーラム会場】パネルディスカッション等＜13：00～15：00＞
国内外の有識者が、成長著しいアジア新興国の都市開発事業等に関する国際機関や海外企業の取
組みや、新興国都市の本邦企業への期待などについて紹介します。
【展示会場】企業展示コーナーでの交流会＜13：00～16：30＞
「Y-PORT 事業」や「横浜水ビジネス協議会」等の本市事業に参加している企業・団体及び政府
関係機関並びに横浜経済団体等のブースを設置し、来場者との交流を行います。
◆定員：350 名 ※事前申込制
◆参加費：無料
◆申込締切： 10 月 27 日（月）
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kyoso/yport/yday2014.html
または、
「YPORT」で検索
＜お問い合わせ＞
横浜市政策局国際技術協力課
TEL：045-671-4396
FAX：045-664-3501
Email：ss-yport@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ １～
【国際ビジネス相談会のご案内 10/6, 10/17, 10/24, 10/31】
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。
▼スケジュールはこちら▼
10 月 6 日（月）フィリピン（横山 徹 氏）
【残り僅か！】
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=537

10 月 17 日（金）タ イ（関 知耻忠 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=546
10 月 24 日（金）中 国 （菊地 大輔 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=547
10 月 31 日（金）ミャンマー・カンボジア（東 真奈美 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=548
※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
↓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
↓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＞
（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 ２（再掲）～
【貿易実務講座～担当者がおさえるべきポイントとは？～のご案内 10/8～全５回】
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。
また、本事業は横浜市内国際経済関連４団体（横浜企業経営支援財団、横浜市経済局、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）の連携事業として行います。
◆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）
◆内容：
【第１回 10 月８日（水）
】
・
「海外取引におけるリスク対応と留意すべきポイント」
・
「国際取引契約の締結上の注意点」～実例をふまえて～
・
「海外展開支援のご案内」
・交流会

【第２回 10 月 20 日（月）
】
・
「あなたの製品を海外へ売るには？」見積と売買契約書の作成
【第３回 10 月 27 日（月）
】
・
「実際に貨物を海外へ出すには？」 通関・船積みと代金決済
【第４回 11 月 17 日（月）
】
・
「安全な取引をするには？」 売買契約書における一般取引条件
【第５回 12 月８日（月）
】
・
「海外での販路開拓」 我国の輸出規制、マーケティングツールの活用
◆定員：30 人 ※定員になり次第締切
◆申込締切：10 月６日（月）
↓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
FAX：045-225-3737
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ ３～
【香港ビジネスセミナー開催のご案内 10/16】
成長著しい中国市場参入への優遇、アジアの主要市場への地理的優位性などから､すでに多くの企
業が香港を中国・アジアへのビジネス拠点として活用しています。
講演 1 では、香港貿易発展局ビジネスアドバイザー、快適経営代表の徳久日出一氏をお招きし、
自身の経験に基づいた事例を含めながら、香港の優位性や日本企業の香港進出に関するメリット
等について解説していただきます。
講演 2 では、実際に香港でビジネス展開をしている企業より、実例を踏まえた香港でのビジネス
展開と今後の開発計画についてお話いただきます。
中国、アジア域内でのビジネスを実施または検討されている企業の皆様に役立つ情報提供の場と
なりますので、ふるってご参加ください。
◆開催日時：10 月 16 日（木） 14：00～16：30
◆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： 無料
◆内容：
・
「香港における事業展開の仕方とメリット」
・
「香港を拠点にビジネス展開を行う企業の事例」
◆定員：40 名 ※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。）
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=544
＜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
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------9．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～在日ルーマニア大使館よりお知らせ（再掲）～
【
「ルーマニアビジネスセミナー～25 年間の市場経済を経験してきたルーマニア～」開催のご案
内 10/7】
ルーマニアは、欧州地域の南東部に位置しています。25 年前（1989 年 12 月）の革命によってル
ーマニアの共産政権が打倒され、民主国の建設とともに経済が市場経済へ転換しました。2007 に
欧州連合に加盟し、幅広い産業基盤を持つ工業国として存在感を高めています。EU や周辺国市
場でルーマニアは有力な製造拠点としての地位を確保し、日系企業も進出しました。
今回のセミナーでは、ルーマニアのビジネス環境、経済概況、投資可能性について説明し、進出
日系企業がルーマニアにおける経験を話し、ルーマニアと日本との間の重要な関係を強調します。
ルーマニアへのビジネス展開を検討する皆様にとって、最新情報を得る絶好の機会となります。
皆様のご来場をお待ちしております。
◆開催日時：10 月７日（火） 14：00～16：30（受付開始 13：30）
◆開催場所：情文ホール
（関内駅徒歩 10 分、日本大通駅徒歩０分 横浜市中区日本大通 11 番地 横浜情報文化センター
６階）
◆参加費：無料
◆主催：在日ルーマニア大使館、公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）、横浜市
◆後援：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
↓詳細・お申込みはこちら
http://tokyo.mae.ro/jp/local-news/1197
＜お問い合わせ＞
在日ルーマニア大使館
TEL：03-3479-0311（内線１）
Email：office@ambrom.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------10．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ～
【インド投資セミナー「新会社法に基づく会社設立手続きと運営」開催のご案内 10/30】
日本企業のインド進出を長年サポートしてきた JCSS コンサルティングが、インド進出のための
会社設立の最新情報を解説いたします。インドでの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：10 月 30 日（木）14：00～16：00
◆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
◆内容：インドでの事業形態（完全子会社、支店、駐在員事務所）、会社設立のプロセスと運営、
資金調達手段、法定事項ほか
◆講師：JCSS コンサルティング 日本代表 荻原健二郎氏ほか
◆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
◆定員：40 名 ※事前申込制
◆参加費：無料
◆申込締切：10 月 28 日（金）

↓詳細・お申込みはこちら
http://www.yokohama-india-centre.jp
＜お問い合わせ＞
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
■□■-----------------------------------------------------------------------------11．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO 横浜よりお知らせ～
【メキシコ・ビジネスセミナー開催のご案内 10/22】
北米や中南米向けの自動車輸出・製造拠点として注目されるメキシコは、部品メーカーにとりま
しても商機拡大が望めるところです。本セミナーでは、同国アグアスカリエンテス州知事の来日
に合わせ、メキシコの経済状況や投資環境、日系企業の進出状況、操業事例についてそれぞれの
専門家がお話しします。
◆開催日時：10 月 22 日（水）13：30～16：00
◆開催場所：神奈川中小企業センタービル 14 階多目的ホール
◆主催：神奈川県、メキシコ大使館商務部 PROMEXICO、
ジェトロ横浜、(公財)神奈川産業振興センター
◆参加費：無料
◆定員：100 名
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f531315/
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------12．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JICA 横浜よりお知らせ～
【ブラジル進出・ビジネスセミナー～グローバル人材としての日系人とブラジルビジネス～開催
のご案内 10/10】
中南米第一位の経済規模であり、今後も高い経済成長が予測されているブラジルには、約 160 万
人の日系ブラジル人が暮らしています。本セミナーでは「中南米進出に活用できる、日系人のネ
ットワーク」をテーマに、“ビジネスのグローバル化とグローバル人材としての日系人”“ブラジ
ルビジネスのための基礎知識”
“在日日系人とブラジルビジネス”等について紹介します。
◆開催日時：10 月 10 日（金）
セミナー14：00～17：05 （開場：13：30）
交流会 17：15～
◆開催場所：JICA 横浜４F かもめ
◆参加費：セミナー 無料、交流会 1,000 円/人（飲み物・軽食をご用意いたします。）
※事前申込制
◆主催：JICA 横浜、
（公財）海外日系人協会、(株)浜銀総合研究所
◆後援：横浜銀行、ジェトロ横浜

↓詳細はこちら
http://www.jica.go.jp/yokohama/event/2014/ku57pq00000disyk.html
↓お申込みはこちら
http://www.jadesas.or.jp/biz.html
※最初の画面で「同意」しますと、お申込み画面へと移動します。
＜お問い合わせ＞
JICA 横浜
総務課
担当：須藤、原田
TEL：045-663-3252
Email：yictad@jica.go.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------13．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JICA よりお知らせ～
【ブラジルを中心とした中南米日系社会との連携セミナー開催のご案内 10/24】
本年の８月に安倍内閣総理大臣が中南米諸国を歴訪され、日本の総理大臣としては 10 年ぶりに
ブラジルを訪問されました。本セミナーでは、総理ブラジル訪問の際に公表された今後の日系社
会の医療・福祉分野への貢献について、同国における保健医療の現状や課題に関する認識を深め、
日本の技術・サービスの国際展開の重要性とビジネスチャンスを検討いたします。また、貴重な
外交的資産である中南米の日系社会とのパートナーシップを強めることで、中南米地域での市場
展開の可能性を探る機会となれば幸いです。
◆開催日時：10 月 24 日（金）
セミナー14：00～ （開場：13：30）
懇親会 17：00～
◆開催場所：JIICA 市ヶ谷（地球ひろば）６階セミナールーム 600
◆参加費：無料
◆定員：80 名 ※先着順・事前申込制
◆申込締切：10 月 22 日（水）正午
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.jica.go.jp/event/141024_01.html
＜お問い合わせ＞
JICA 地域部支援ユニット ※申込みのお問い合わせについてご対応いたします。
担当：西本
TEL：03-5226-8954
Email：1rta1-shien_unit@jica.go.jp
JICA 中南米部 計画・移住課
担当：寺薗
TEL：03-5226-8510
Email：Terazono.Yusuke@jica.go.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------

