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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」～
【～年末のご挨拶～】
去る 12 月 10 日、ノーベル賞の授与式が行われ、日本からは赤崎、天野、中村各教授が受賞され、
華麗な式典の模様などが報道されていました。一方、平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさん
は「戦車は簡単に作られるのに、学校を作るのはなぜそんなに難しいのでしょうか。」と、教育の
不在を切実に訴えていました。
横浜に住んでいる私たちは、学校教育や、平和な日常、きれいな空気、きれいな水、安全でおい
しい食事などを当たり前のように享受していますが、アジアのある地域ではそれらは得難い宝物
のようです。しかし、日本もかつては食糧難や公害などで悩んできた過去を持っています。経験
者としての立場から、アジアの国々に支援を行ったり、サービスを提供したりすることができる
と思います。
1936 年の古い映画「モダン・タイムス」で、チャップリンは、時代の近代化のなかでベルトコン
ベヤーの単純労働に適応できず、人間性を喪失してゆく職工を演じて警鐘を鳴らしています。技
術の進歩と人間の幸福は、長い年月をかけ、寄り添ったり離れたりしながら、何とか調和を保ち
つつ共存してきたのではないかと思います。
2014 年流行語大賞及びトップ 10 には「ダメヨ～ダメダメ」、「ありのままに」などが選ばれまし
た。「ありのままに」は自己肯定的・自己開発的な言葉であり、「ダメヨ～ダメダメ」は抑制的な
言葉です。発揚と抑制という相反する価値観をバランス良くとり入れて、日常生活を明るく過ご
してこられた人々の英知には頭がさがります。このバランス感覚がある限り、人々の未来は明る
いと思います。私見ではありますが、とかく技術優先となり勝ちな発展途上国支援では、そのひ
ずみを補うようなバランス感覚こそが最強・最善の商品・サービスを生み出し、ビジネスアドバ
ンテージになるのではないかと思います。
さて横浜 WBC には現在 15 の海外の機関・企業が入居しており、来年もバランス感覚を重視しな
がら皆様の国際ビジネスの展開のお手伝いをさせて頂く所存です。
当メルマガの読者の皆様には、この 1 年間ご愛読頂き本当にありがとうございました。
良い新年をお迎え下さるようお祈り申し上げます。
（執筆：WBC 所長 前田）
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～JETRO 横浜よりお知らせ～
【
「はじめての海外進出」勉強会開催のご案内 2015.1/23, 1/30】
本勉強会は、主に新興国需要を取り込むべく、初めて現地法人（製造拠点）設立をめざす中小企
業を対象に基礎的な知識を習得していただくものです。
工場設立をお考えの方や海外進出のための社内準備をしたい方にお勧めします。

◆開催日時：2015 年 1 月 23 日（金）
、30 日（金）14：00～17：30（全 2 回）
※1 回目の講座終了後に名刺交換会を予定（18：30 頃終了予定）。
◆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）
◆内容：
＜第 1 回＞
・
「アジア主要国の投資環境比較」
・
「海外進出事前準備」
・名刺交換会
＜第 2 回＞
・
「現地法人・工場設立、事業運営」
・
「販売体制の確立」
・ジェトロの海外展開支援メニューについて
◆参加費：一般：1 名様 15,000 円 会員※：1 名様 8,000 円
※ジェトロ有料会員制度会員または横浜商工会議所会員。
※全 2 回一括受講のみになります。予めご了承ください。
◆定員：30 名（先着順）
◆申込締切：2015 年 1 月 16 日（金）
◆主催：ジェトロ横浜、横浜商工会議所、横浜企業経営支援財団（IDEC）
◆後援：横浜市経済局
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.jetro.go.jp/events/item/20141202364/
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【国際ビジネス相談会のご案内 2015.1/15, 1/16, 1/28, 1/29】
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。
▼IDEC と提携したタイ・TICON とベトナム・KIZUNA のレンタル工場について相談会を開催
します。まだ具体的に進出を検討していない企業の方も、お気軽にお問い合わせください。
・2015 年 1 月 15 日（木）ベトナムレンタル工場相談会（山崎 末次氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=585
・2015 年 1 月 16 日（金）タイレンタル工場相談会（関 知耻忠氏）
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=586
▼2015 年 1 月 28 日（水）貿易実務（櫻井 正文氏）
2014 年 10 月から 12 月に開催した、
「貿易実務講座（実務編全４回）
」の講師による個別相談会
です。貿易実務を丁寧に・わかりやすく解説します。貿易実務ご担当の方、貿易を始める方、み
なさま是非ご利用ください。
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=581
▼2015 年 1 月 29 日（木）中国（廣井 正義氏）
食品メーカーにて中国に駐在し事業をゼロから立ち上げた横浜ビジネスエキスパートが中国、台
湾などでのビジネスに関する相談に対応します。得意な業界は食品業界および卸売業・小売業と
飲食業を含むその周辺業界です。
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=582
※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
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【
「実例から学ぶ、中小企業のベトナム進出～サポートデスク報告会～」開催のご案内 2015.1/21】
IDEC では、横浜市内企業が海外において情報の収集やビジネス視察の手配、現地での相談など
に利用できる、アジアサポートデスクを設置しています。
この度、ベトナムサポートデスクの拡充にあたり、セミナーを開催します。講師は日本人として
ベトナム公認会計士資格を持ち、多数の日系企業の進出支援経験を基に、中小企業がベトナムで
成功するための観点から解説します。セミナー後には懇談会も行います。
ベトナムビジネスにご関心のあるみなさまは、是非ご参加ください。
◆開催日時：2015 年 1 月 21 日（水） セミナー14：30～15：50 懇談会 16：00～17：00
◆開催場所：SBI 大学院大学セミナールーム（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6 階
◆対象：ベトナムビジネスに関心のある横浜市内中小企業
（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：セミナーのみ／無料
懇親会参加者／500 円（コーヒー代含む）
◆定員：セミナー30 名、懇談会 10 名※各先着順、事前申込制
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=584
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～横浜インドセンターよりお知らせ～
【平成 27 年横浜インドセンター新春講演会～モディ政権下のインド・ビジネス最新事情～開催の
ご案内 2015.1/26】
昨年 5 月に発足したモディ政権は、日本との関係を重視し、今後 5 年間で日系企業の進出数を 2
倍にし、3.5 兆円の投融資を実施することを日印政府の共同目標としました。今回、モディ政権の
経済運営に詳しい島田卓先生をお迎えし、
「インド・ビジネス最新事情」についてご講演いただき
ます。
◆開催日時：2015 年 1 月 26 日（月） 15：00～16：30
◆開催場所：メルパルク横浜２階ホウエイの間
http://wedding.mielparque.jp/yokohama/about/access.html

◆内容：
「モディ政権下のインド・ビジネス最新事情」
島田 卓 氏（インド・ビジネス・センター 代表取締役社長）
◆参加費：会員／無料、非会員／2,000 円
◆定員：100 人※受講票はお送りしません。定員をオーバーした時のみご連絡します。
◆申込締切：2015 年 1 月 23 日（金）
◆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
↓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
■□■------------------------------------------------------------------------------

