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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」～
【～ブエノスアイレス ジャカランダの花咲く街～】
早咲きの桜を求めて、伊豆の河津町などでは連日多くの人出で賑わっているそうです。もし、こ
のピンク色の桜の花びらが紫色に変わったら、どんな風情になることでしょうか。
イメージ的には、まさに桜の花を薄紫色に変えたような、ジャカランダ（ハカランダ）という花
木が南半球では多く自生しています。南米のパリとも呼ばれるブエノスアイレスの美しい街並み
にも、11 月頃になると、この薄紫色のジャカランダの花が咲き乱れます。
先日ある TV 番組で、このジャカランダの花咲く街角をドキュメンタリーで放送していました。
年々歳々同じ季節に咲き誇るジャカランダには、当地の人々も格別な思い入れがあるようで、そ
れは日本人の桜に対する思いと似ているように思いました。ただ、当地の人々はジャカランダの
花に対しても饒舌です。恋人たちは日本人が聞くと気恥ずかしくなるような愛の言葉を掛け合っ
ておりました。最愛の子供を亡くした母親は、その子がジャカランダの開花と共に地上に舞い戻
ってくると信じて「今までどこに行っていたの？」と愛しいわが子にささやき続けます。今年も
プロ・テストに不合格となったタンゴ・ダンサーは、傷心のなかで、涙を振り払うようにタンゴ
を踊り始めます。そうした人々の間を紫色の花びらが流れるように風に舞っていきます。哀愁に
満ちたバンドネオンの音色がどこからか聞こえてきます。ブエノスアイレスはアルゼンチンタン
ゴ発生の地で、情熱と哀愁が紫色の花に化身して街を覆っているようでした。
外国人に比べて、日本人は一般的に大人しく無口で何を考えているのかよくわからないといわれ
ることがあります。筆者がかつて教わったクロスカルチャーの教師は、そんな大人しい日本人の
生徒達に対して「スタイル・スイッチ(Style Switch)！」としきりに言っていたのを思い出しま
す。少し態度を変えればコミュニケーションがスムースになるのだそうです。
アルゼンチンは、日本の 7.5 倍の国土に 4,100 万人の人口を抱えています。2013 年の GDP は
6,103 億ドルで南米ではブラジルに次いで 2 位の規模です。主要輸出品目は小麦、トウモロコ
シ、牛肉、ワインなどの農産物や石油です。最近ではシェールガスへの投資も増加しています。
日本に対しては、銅鉱石や魚介類を中心に 1,789.3 億円の輸入額、自動車及び自動車部品を中心
に 1,084.9 億円の輸出額となっています。既にトヨタやホンダは現地生産を行っており、日系人
も多く親日国でもあります。これからアルゼンチンへの投資や進出をご検討の際には、是非「ス
タイル・スイッチ」で臨まれることをお薦めいたします。
（執筆：WBC 所長 前田）
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC 上海事務所よりお知らせ～
【第 10 回 Gift Show in 上海 出展企業募集のお知らせ】
第 10 回 Gift Show in 上海／第 3 回上海国際生活用品家居装飾品美容美髪健康展覧会が、3 月 25
日（水）～28 日（土）の 4 日間、上海国際展覧中心にて開催されます。
「新科学技術の進化は、生
活者により美しくて健康的なライフスタイルをデザインする」をテーマに、日本の伝統的な工芸
品、日本らしい繊細なデザイン、技術やアニメを一堂に会し、安心で安全な日本クオリティの展

示会を出展社数 150 社、200 小間の規模で開催します。
IDEC 上海事務所では、この展示会で 1 小間を借受け、共同出展企業（横浜市内企業）を募集し
ています。御興味のある方は、直接御連絡ください。
【展示会概要】
◆開催日程：3 月 25 日（水）～28 日（土）
◆会場：上海国際展覧中心
◆同時開催：第 2 回 TOKYO BEAUTY ＆ HEALTH WORLD in 上海
◆主催：上海国際展覧中心、必极耐斯（上海）会展有限公司、株式会社ビジネスガイド社
※IDEC 上海事務所ブースでの共同出展を御検討の方は、下方お問い合わせ先まで直接御連絡く
ださい。
↓展示会詳細はこちら
http://www.giftshow.co.jp/shanghai/sigs/visitors2015/index.htm

＜お問い合わせ＞
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）上海事務所
担当：斎藤
TEL：+86-21-6841-5777
FAX：+86-21-6841-5700
Email：yokohama@idec-sh.com
■□■-----------------------------------------------------------------------------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】
地域別・テーマ別の国際ビジネス相談に、経験豊富な専門家及び職員が対応します。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。
▼3 月 3 日（火）韓国（岡松 直勝氏）
一番近くて一番遠い外国・・・韓国。そこで 17 年余りを勤務し、色々な方と巡り合い個人的な様々
な人脈を持てた事、色々な貿易、事業投資ができた事が私の宝となっていると自負しています。
出来るだけ判りやすく親切にご相談承ります。
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=609
▼3 月 6 日（金）上海ビジネス相談会
IDEC は上海事務所や、中国のさまざまな機関等と連携して横浜市内企業の中国でのビジネス展
開を支援しています。 IDEC 上海事務所の駐在経験者等が貴社の中国ビジネスについてのご相談
をお待ちしております。
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=607
▼3 月 18 日（水）ムンバイ（山下 貞良氏）
インドの最大都市ムンバイは、国内経済の中心都市として重要拠点となっており、中心市街地に
は、多くのインド企業の本社、国内外の金融機関、多国籍企業の拠点が置かれています。
現在進出を考えている企業の方、ムンバイやインドの内情をもっと知って将来につなげたいとい
う方々、お待ちしております！
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=612
▼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。
・3 月 5 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=606
・3 月 17 日（火）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=608
※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 横浜ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 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・お申し込みはこちら（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
FAX：045-225-3737
Email：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ ２～
【Y コネクト 4 企業事例に学ぶ中小企業の海外展開 セミナー＆交流会開催のご案内 3/11】
今年度 4 回目となる Y コネクトは、国内･海外の中小企業の経営体制について研究されている東
京経済大学 山本聡氏による成功した企業の共通点やそれらから得られる知見についての講演と、
横浜市内企業の精密金型設計・製作の昭和精工株式会社 代表取締役 木田成人氏からタイや中国
での展開事例をご紹介します。セミナー後には交流会もございますので、皆様奮ってご参加くだ
さい！
◆開催日時：3 月 11 日（水） 14：30～17：30
◆開催場所：横浜企業経営支援財団（IDEC）大会議室
http://www.idec.or.jp/shisetsu/mbc/access.php
◆対象：海外事業に関心をお持ちの中小製造業、卸売業、小売業、物流業、サービス業等
の横浜市内企業（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：500 円 （企業交流会へ参加の方）
◆定員：50 名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
◆内容
＜セミナー＞
1 「中小・小規模企業が海外市場に参入する秘訣とは？」
2 「市内中小企業の海外展開事例」
＜ディスカッション＞
・業種によって異なる押さえておくべきポイント、"キモ”とは？
・国際化のキーマンは経営者？
・取引多角化の一環としての海外展開
＜企業交流会＞
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=610
＜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
■□■------------------------------------------------------------------------------

