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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．---------------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【
「外資系企業誘致セミナー（YOKOHAMA）」開催のご案内（参加者募集）
（再掲） 12/4】
横浜市と日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センターは、連携して「外資系企業誘致セ
ミナー（YOKOHAMA）
」を開催します。
セミナーでは政府の対日投資拡大に向けた取組、横浜進出のメリット、横浜進出企業（2 社）様
からの事例ご紹介などを予定しており、オンもオフも充実した、グローバルビジネス拠点
「YOKOHAMA」の魅力をお伝えします。
本セミナーへ多数の皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。
◆開催日時：12 月 4 日（木）15：00～17：00 （受付開始：14：30）
◆開催場所：日本貿易振興機構（ジェトロ）本部 ７階 IBSC ホール（東京都港区赤坂 1-12-32）
◆内容：
・対日投資促進について（ジェトロ対日投資課長）
・横浜への進出メリット（横浜市経済局成長戦略推進部長）
・横浜進出事例ご紹介（2 社）
1 （株）センサータ・テクノロジーズ ジャパン（センサー事業部 技術本部長）
2 ユテクジャパン（株）
（営業支援部総務課長）
◆定員：30 名 ※事前申込制・先着順
◆参加費：無料
◆申込締切： 12 月 1 日（月）
◆主催：横浜市、日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター
◆対象：外資系企業、在京外国公館、在日外国経済機関・団体、商工会議所等、不動産関係事業
者など
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/support/pdf/seminar20141204.pdf
＜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
■□■-------------------------------------------------------------------------------2．---------------------------------------------------------------------------■□■
＜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』（再掲） 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：
・
「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）
・
「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
■□■----------------------------------------------------------------------------3．----------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------4．---------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■--------------------------------------------------------------------------------

5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【イスカンダル・マレーシア～大王の夢の名残り～】
「イスカンダル」と言えば、やや若手の読者の方々は、アニメ・宇宙戦艦ヤマトが人類滅亡の危
機回避を託されて最後に向かったイスカンダル星のことを思い出されるのではないでしょうか。
日本人にはこのイメージが最も馴染みがあり、かつ壮大なロマンをかきたてるものだと思います。
イスカンダルとはアラビア語やペルシャ語では英雄アレキサンダー大王のことを指すそうです。
（Aliskandar の Al を定冠詞と勘違いしたようです。）
マケドニアの若き王アレキサダーは BC333 年にアケメネス朝ペルシャを倒し、なおも東征を続け
インダス河流域まで征服したといわれています。この大帝国の統合により、文化的にはギリシャ・
オリエントの融合が進み、ヘレニズム文化を生み出したといわれています。また、人種融合を企
図し、マケドニア人とペルシャ人との集団結婚なども行ったようです。大王の名を冠した人名・
地名は広範囲に点在し、現在もその痕跡を留めています。東西文化・人種の融合は大王の夢だっ
たのでしょう。
マレーシア・ジョーホール州のイスカンダル地域一帯に「イスカンダル計画」と呼ばれる巨大都
市開発が進行しています。国土が東京都と同じくらいしかないシンガポールが、対岸の町である
マレーシアのジョホールバルをその衛星圏にしようという、マレ－シア・シンガポール両政府共
同の大規模な開発計画です。開発面積はシンガポールの 3 倍の広さで、香港と深センの関係をモ
デルにしているそうです。
開発期間は 2006 年から 2025 年までの 20 年間で、
累積投資額 10 兆円、
計画人口 300 万人という壮大なものです。
このイスカンダル・マレーシアの工業団地の紹介については WBC に入居のアセンダス社が取り
扱っておられます。アセンダス社はシンガポール通産省の外郭団体として、アジア諸国やアメリ
カにも拠点を持ち活動しています。
2014 年 12 月 16 日（火）午後 2 時より、横浜ワールドポーターズ 6F の会議室 3 において「WBC
ビジネスセミナー」が行われ、アセンダス社よりベトナム、インド、イスカンダル・マレーシア
への製造業の進出状況と工業団地の紹介が行われます。また、「アジア諸国のビジネス最新情報」
についても、外部専門家よりプレゼンテーションが行われます。ご関心のある方は、WBC までご

連絡ください。大王の夢をつないで当該工業団地への進出や投資をご検討の方々には、アセンダ
ス社との個別商談会も行われます。皆様のご参加をお待ちしております。
（執筆：WBC 所長 前田）
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【
「アフリカビジネスセミナー」開催のお知らせ 12/17】
昨年６月の「第５回アフリカ開発会議」横浜開催のフォローアップとして、横浜市、ジェトロ横
浜、ＪＩＣＡ横浜の３者共催で、企業の皆様にアフリカビジネスの最新情報を紹介するセミナー
を開催します。皆様のご来場をお待ちしております。
◆開催日時：12 月 17 日（水）14：00～（開場 13：30）
◆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：
・アフリカビジネスの展望
・JICA の民間連携取組紹介
・アフリカ進出企業による事例紹介
◆参加費：無料
◆定員：100 名 ※先着順、定員に達し次第締め切り
◆主催：横浜市、ジェトロ横浜、ＪＩＣＡ横浜
↓詳細・お申込みはこちら
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0031192S
＜お問い合わせ＞
ジェトロ横浜
担当：後藤、田中
TEL：045-222-3901
FAX：045-662-4980
Email：yok@jetro.go.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【国際ビジネス相談会のご案内 12/12, 12/18】
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▼
12 月 12 日（金）中国販路開拓
IDEC では、大きな購買力を持つ中国市場に対して自社製品を販売して行きたいという横浜企業
を支援しています。下記のすべてに当てはまる製品をお持ちの企業の方からお話をお聞きする相
談会を実施し、日本の優れた製品をいちはやく中国に紹介しようとしている企業に紹介します。
◆対象：下記のすべての条件にあてはまる製品をお持ちの横浜企業
・健康、美容、食品などの一般消費者向け製品である
・日本市場での販売実績があり、製品に特長がある
・中国国内での許認可費用については、自社で負担できる
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=575
12 月 18 日（木）輸出入（石川 雅也氏）

多くの日本企業は対海外企業との交渉で対等な交渉をされていません。 長年の海外企業との折衝
で得たノウハウを是非ご活用下さい。 英文契約書でお困りの方も、ご相談ください。
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=571
◆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
※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。
↓個別相談のお申込み・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、ログインの上お申込み）
http://www.idec.or.jp/seminar/?gnr=032
＜お問い合わせ＞
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＞ ～マレーシア貿易開発公社よりお知らせ～
【1（ワン）マレーシア・フード・フェスティバル 2014 開催のお知らせ 12/6, 12/7】
このたび、マレーシア国際通商産業省・マレーシア貿易開発公社は、「1（ワン）マレーシア・フ
ード・フェスティバル 2014」を 2014 年 12 月 6 日から 7 日、横浜産貿ホール「マリネリア」に
て開催いたします。
会場では、マレーシア・レストランによるイート・イン・コーナーにてマレーシア料理をお楽し
みいただき、マレーシア食材をご購入いただけます。
その他、マレーシア民族舞踊のダンス・ショー、ロティ・チャナイのフード・デモンストレーシ
ョンやクッキング・レッスン、バティック（ろうけつ染め）体験、プレゼント抽選会などマレー
シアに関わるイベントが満載です。
是非、遊びにきてください。
◆開催日時：12 月 6 日（土）
、7 日（日）10：30～20：00
◆開催場所：横浜産貿ホール「マリネリア」
（神奈川県横浜市中区山下町２番地）
◆参加費：入場無料
◆主催：マレーシア国際通商産業省、マレーシア貿易開発公社
↓詳細はこちら
http://www.matrade.gov.my/1MalaysiaFoodFestival.pdf
＜お問い合わせ＞
マレーシア貿易開発公社
TEL：03-3544-0712
■□■------------------------------------------------------------------------------

