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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 より＞ ～WBC がビジネスセミナーを開催します～
【WBC ビジネスセミナー『アジア地域における事業展開』 12/16】
横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）と、WBC にオフィスを構えるアセンダス日本
代表事務所との共催ビジネスセミナーです。
◆開催日時：12 月 16 日（火) 14：00～16：35（13：30 開場）
◆開催場所：横浜ワールドポーターズ 6 階 会議室 3
横浜市中区新港 2-2-1）
◆定員：20 名 ※法人の方が優先となります。
※なお、アセンダス日本代表事務所との個別相談をご希望される企業の申込もご対応して
おります。
◆参加費：無料
◆内容：
１ 「アジア諸国のビジネス最新情報」
（東京コンサルティングファーム 税理士: 東真奈美氏）
２ 「ベトナム、インド、イスカンダール・マレーシア製造業の進出状況とアセンダス工業団地
のご紹介」
（アセンダス日本代表事務所 代表: 相川洋子氏）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.ywbc.org/WBC_20141216.pdf
＜お問い合わせ＞
横浜ワールドビジネスサポートセンター事務室
TEL：045-222-2030
FAX：045-222-2088
Email: open@ywbc.org
■□■----------------------------------------------------------------------------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．---------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-------------------------------------------------------------------------------4．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【外国人労働者に依存するマレーシア事情】
マレーシアは、アセアン諸国の中心国の一つとして知られており、地理的に離れた二つの地域（半
島マレーシアと東マレーシア）から構成されています。半島マレーシアは北部でタイ国と、南部
でシンガポール国と国境を接しており、また南シナ海を隔てている東マレーシアは、インドネシ
ア国のカリマンタン島、及びブルネイ国と国境を接しています。同国は特色として、国民層では

３つエスニック集団（民族）があり、マレー系（ブミプトラ）
：62％、華人系：23%、インド系：
7%、その他：8%といった複数民族からなり、宗教もそれぞれエスニック別にムスリム：62%、仏
教徒：20%、ヒンズー教徒：9%、キリスト教徒：9%となっています。一般様式としては、この 3
つのエスニック集団間での婚姻は基本的には無く、同族内での婚姻が圧倒的となっています。民
族間の文化的融合も殆どなく、それぞれの文化伝統を守っていますが、一般的には宗教間の争い
もなく、自分以外の宗教にも寛大です。同国民の一般的気質について、マレー人の男性はノンビ
リ屋、女性は働き者が多く、一方華人系は小商いが上手なようです。インド系は、本国インドと
同様、数字に強く、日本人の目からみるとやや理屈っぽく映るところもあるようです。
同国は人口が 28 百万人といわれ、他のアセアン諸国に比べ少なく、経済成長力を持続するのに、
労働力を外国人労働者に大きく依存しています。2013 年時点では、正規、非正規を合わせ、約 700
万人の外国人労働者がいると言われています。製造業、建設業の現場労働者の多くはいわゆる出
稼ぎ外国人労働者で占められており、残業をも全く苦にしない働きぶりで同国では歓迎されてい
ます。外国人労働者を受け入れる好環境として、使用されている日常の言語の類似性が挙げられ
ます。同国ではマレー語及び英語が浸透していますが、特にマレー語とインドネシア語はよく似
ており、例えばタクシーの運転手にインドネシア語で話しても通じます。これは冒頭に述べてい
る同国の位置する地理的環境に由来すると言えるのではと思われます。
マレーシアと違って、日本は島国で他国と隣接しておらず、これまで外国人労働者の受け入れに
は消極的でした。しかし少子高齢化時代に突入している状況下、アベノミクスの第三の矢として
の経済成長戦略を強固に推し進めるためには、女性活用策の他に、外国人労働者を受け入れざる
を得ない事態が早まるのではないでしょうか・・・・・・
（データ：マレーシア日本人商工会議所／マレーシア政府統計局）
（執筆：WBC アドバイザー 屋島）
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【横浜進出企業サポートセミナー～きめ細やかな支援で、御社のビジネスを応援します～開催の
ご案内 11/14】
横浜市に進出された企業からは、
「拠点を構えた後、市からのサポートはないのか」というお声を
頂くことがございます。本セミナーでは、横浜市に期待する支援制度として企業からのニーズが
高い、「研究開発に係る資金支援」「人材確保に関する支援」「ネットワークづくり」「事業資金へ
の融資」といった諸制度について、ご紹介します。
◆開催日時：11 月 14 日（金）14：00 ～ 16：30
◆開催場所：
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC） 大会議室（横浜市中区太田町 2 丁目 23 番
地 横浜メディア・ビジネスセンター７階）
◆内容：
第１部 横浜市における各種支援制度の紹介（１時間）
第２部 各種支援制度に対する個別説明・相談（１時間予定）
◆対象：横浜市内へ進出された、または進出をご検討されている企業様など
◆参加費：無料
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/support/saposemi.html
＜お問い合わせ＞
横浜市経済局誘致推進課
TEL：045-671-2594
FAX：045-664-4867
Email：ke-yuchijp@city.yokohama.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------

7．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～ライフイノベーション特区拠点ツアー（医工連携編）のお知らせ～
【
「慶應義塾大学矢上キャンパスツアー」開催のご案内 11/13】
「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の一拠点である「慶應義塾大学理工学部
（矢上キャンパス）
」では、最先端の工作機械や計測装置等を導入した施設について、地域企業向
けに設備の利用を一部開放しています。
本ツアーでは、これら施設の見学会に加えて、企業の技術力を求めている医工連携プロジェクト
のご紹介を行い、ツアー終了後には交流会も実施しますので、是非ご参加ください。
◆開催日時：11 月 13 日（木） 13：30～17：00（交流会は 17：00～18：30）
◆開催場所：慶應義塾大学矢上キャンパス（http://www.st.keio.ac.jp/）
14 棟（創想館）地下 2 階マルチメディアルーム 集合
◆対象： 医療機器開発に関心のある企業
大学の先端設備利用に関心のある企業 等
◆定員：50 人 ※事前申込制・先着順
◆参加費：無料（交流会参加の場合は、会費 1,000 円）
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/happyou/h26/20141006135838.html
＜お問い合わせ＞
横浜市経済局成長産業振興課 特区推進担当
TEL：045-671-3495
FAX：045-664-4867
E-mail：ke-tokku@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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 11/５, 11/13】
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
た個別相談も受け付けています。
▼スケジュールはこちら▼
11 月 5 日（水）中 国（廣井 正義 氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=565
11 月 13 日（木）輸出入（石川 雅也 氏）
ttp://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=566
▼11/6(木）出張相談会＠IDEC ビジネスフェスタ！！▼
「IDEC ビジネスフェスタ 2014」の展示会場内、国際ビジネス支援事業紹介ブースで海外ビジネ
スのご相談に対応します。予約不要です。お気軽にお立ち寄りください。
↓相談員 張安徳エキスパートのプロフィールはこちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/soudan/detail.php?freeTxt=&gcd=045&qcd=&pg=&aid=630
↓個別相談のお申し込み・専門家の検索はこちら
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
■□■-----------------------------------------------------------------------------9．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ ２～
【中国経済情報セミナー「新時代に入る中国経済と再編過程の日系企業の諸課題」開催のご案内
11/11】
恒例となりました半年に一度の IDEC・上海市外国投資促進センター・華鐘コンサルタントグル
ープ・SMBC 共催セミナーを、11 月に開催いたします。
最近、中国では「新常態（ニューノーマル）
」という言葉が使われ始めましたが、世界経済がリー
マンショック以前の状態に戻らないのと同様に、中国経済も過去の高速成長へ戻ることはないか
もしれません。今後の「新常態」に適合していくしか、企業の生き残る道はないと思われます。
この半期の一度の本セミナーは 10 周年を迎えました。今回も中国のマクロ経済が新しい時代に
入りつつある中で、依然として多い日系企業の再編業務に焦点を合わせて、最近の事例を中心に
ご報告します。
多くのお客様にご参加頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
◆開催日時：11 月 11 日（火）13：30～17：30
◆開催場所：横浜情報文化センター 情文ホール
神奈川県横浜市中区日本大通１１ 横浜情報文化センター６階
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
◆内容
１ 中国（上海）自由貿易試験区の新しい各種政策について
上海市外国投資促進センター 顧問(元アジア・アフリカ部部長) 羅和慶氏
２ 「新常態（ニューノーマル）
」の時代を迎える中国経済の今後
華鐘コンサルタントグループ 総経理 古林恒雄氏
３ 再編に関わる事例報告
・会計・税務・納税調整、PE 課税問題など
・撤退・合併・立退きなどの労務・土地問題・法務問題など
華鐘コンサルタントグループ 副総経理 能瀬徹氏
◆定員：120 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。
）
◆参加費： 無料
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/?k=nUdx
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------10．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ ３～
【Ｙコネクト 3 企業事例に学ぶ中小企業の海外展開「中国でのビジネス展開のキーポイント」開
催のご案内 11/28】

IDEC は、市内中小企業が海外展開（投資・貿易・技術提携）を円滑に進めるため、
「企業事例に
学ぶ中小企業の海外展開」セミナー＆企業交流会を開催します。
講演１では Mizuno Consultancy Holdings Limited の水野真澄氏より、中国事業におけるビジネ
スモデルの再構築について、経験豊富な同氏ならではの観点から詳しく解説していただきます。
講演２では、実際に中国でビジネス展開をしている横浜企業より、実例を踏まえたビジネスパー
トナー選び等についてお話いただきます。 講演３では、上海で日本企業のビジネス展開をサポー
トしている企業を招き、中国での拠点づくりについてお話します。
中国への海外展開に関心をお持ちの市内企業の皆様は、是非ご参加ください！
◆開催日時：11 月 28 日（金）14：00～18：00（17：00～交流会）
◆開催場所：
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC） 大会議室（横浜市中区太田町 2 丁目 23 番
地 横浜メディア・ビジネスセンター７階）
http://www.idec.or.jp/map.php
◆内容
講演１ 「中国事業におけるビジネスモデルの再構築」
Mizuno Consultancy Holdings Limited
代表取締役社長 水野 真澄氏
講演２ 「信頼できるビジネスパートナーをいかに見いだすか ～ＪＶ事業の経験から～」
（株）大洋システムテクノロジー 代表取締役会長 蕭 敬如氏
講演３ 「中国への拠点進出のための環境づくり」
大洋正銘商務諮詢（上海）有限公司 総経理 趙 彩虹氏、副総経理 佐伯 裕子氏
企業交流会
◆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。）
◆参加費： 500 円（交流会参加の方のみ）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=551
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------11．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ 1～
【インドセミナー「インドへの不動産投資について－現状と動向」開催のご案内 11/６】
12 億の人口そして 2020 年までに世界最大のマーケットになると予想されるインドの住宅産業や
不動産ビジネスについて、日本では情報が不足しています。そこでインドの不動産投資に関する
情報をご紹介します。
◆開催日時：11 月 6 日（木）14：00～15：30
◆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
◆内容：
不動産分野におけるインドでの投資機会の概略、今後の見込みや期待される成長の流れ、法的な
改善とインドの不動産の投資の問題点についてなど
講師：ニコビジネスコンサルタント デービス・セバスチャン氏
◆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：11 月４日（火）

↓詳細・お申し込みはこちら
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
■□■-----------------------------------------------------------------------------12．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ 2～
【インドセミナー「インド生活の始め方、インドビジネスの始め方」開催のご案内 11/27】
今後注目されるインド経済の発展は、先のモディインド首相の来日でさらに加速する見込みです。
しかしインドは日本人駐在員にとって、ビジネス・暮らし両面において、最も過酷な国のひとつ
であることも事実です。インドでの暮らしにおける不安を少しでも解決するため、インド生活の
実態を皆様にお伝えいたします。
◆開催日時：11 月 27 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：
１ インド駐在員生活に必要なこと ― インドに来る・住む・暮らす
２ インド人との付き合い方 ― インド人と日本人、生活と風習
３ インドでビジネスを始めるには ― オフィス開設のいろは
講師：西原 幸治郎（NRM International Pvt. Ltd.シニアマネージャー）
鈴木 菜月（NRM International Pvt. Ltd.営業マネージャー）
◆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 ※事前申込み
◆参加費：無料
◆申込締切：11 月 25 日（火）
↓詳細・お申し込みはこちら
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
■□■-----------------------------------------------------------------------------13．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO 横浜よりお知らせ 1～
【
「産業交流展 2014」欧州企業ビジネス商談会のご案内 11/19～11/21】
◆開催日時：11 月 19 日（水）～11 月 21 日（金）
10：00～18：00（最終日のみ 17：00 終了）
◆開催場所：東京ビッグサイト 東 5.6 ホール
産業交流展 2014 内「欧州企業・国際化支援ゾーン」
◆主催：東京都
◆招へい：日本でのビジネスに積極的なドイツ・英国・アイルランドから４社

◆対象：外国企業との業務提携、新商材発掘等を希望する企業
◆参加費：無料 ※通訳付
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/invest/newsroom/project/2014/20141014528.html
＜お問い合わせ＞
◆商談関連のお問い合わせ
株式会社メディカルアソシア ネクストキャリアカンパニー
アウトソーシング事業部
担当：本田・岡野・足立
TEL：03-6891-0802
FAX：03-6891-0805
◆主催者
東京都産業労働局経営支援課
担当：秋元・榎本
TEL：03-5320-4798
FAX：03-5388-1465
※JETRO は本事業における出展海外企業の発掘、
出展支援を東京都より受託して行っています。
■□■------------------------------------------------------------------------------

14．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO 横浜よりお知らせ 2～
【インド投資セミナー開催のご案内 12/１】
◆開催日時：12 月１日（月）13：30～15：40
◆開催場所：横浜シンポジア（横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 9F）
◆内容：
開会挨拶 インド大使館 首席公使 アミット・クマール氏
ビデオ上映 「Make in India」
（モディ首相のスピーチ映像）
講演 1 「Make in India」在日インド大使館 参事官 アッパガーニ・ラム氏
講演 2 「インドへの日本企業の進出状況と最新のビジネス事情」
ジェトロ 企画部 事業推進主幹（南西アジア）前川 直行
質疑応答
◆定員：100 名
◆主催：インド大使館
◆共催：横浜商工会議所、ジェトロ横浜、（一社）横浜インドセンター
◆後援（予定）
：神奈川県、横浜市経済局、（公財）神奈川産業振興センター
◆参加費：無料
↓お申し込み
お名前、お役職、ご連絡先（住所、電話、FAX、Email）を添えて、横浜商工会議所 国際部宛
（Email：kokusai@yokohama-cci.or.jp 又は、FAX：045-671-7410 にて）お申込みください。
＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所
国際部
TEL：045-671-7406
■□■------------------------------------------------------------------------------

