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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。
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1．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ 〜お知らせ〜

のご案内

3/7】

【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＞
【

〜

新年のご挨拶

〜コラム「世界のあれこれ」〜
〜

】

新年明けましておめでとうございます。
平成 28 年、申（さる）の年が始動いたしました。
申年とは「騒ぐ年」というのが相場の世界ではささやかれているようで、その言葉通り年明
けから株価の低迷、原油安、サウジアラビアとイランの国交断絶、北朝鮮の「水爆実験」や
インドネシアのテロ事件などが相次いで勃発し、世界の株式市場は大荒れの展開となって
いるようです。加えて、世界経済は牽引するリーダー不在といわれますます混迷の度を深め
るのではないかと懸念されています。
一方で、今年はオリンピックイヤーで、8〜9 月にはブラジル・リオデジャネイロでオリン
ピック・パラリンピックが開催されます。また、5 月には三重県で伊勢志摩サミットが開催
されます。先進国の首脳が集まり、日本を世界に発信するチャンスになると期待されていま
す。さらに、日本国内では 2020 年の東京オリンピックに向けて準備が加速されてゆくこと
と思いますし、日本の多くの企業は堅調を維持していることから、年度後半には尻上がりの
好況を期待したいものです。
このように、世界経済混迷の中、比較的安定感のある日本への進出や投資には、一層拍車が
かかることと思います。また、今年は「横浜市中期 4 か年計画 2014~2017」の後半に差し
掛かり成功の鍵を握る年と言われています。こうした流れを受け止め WBC では、海外企業
の横浜市への誘致推進のため、グローバルな海外情報を深く掘り下げて、企業家の皆様のビ
ジネス展開に的確なお手伝いをしてゆく所存です。どうか皆様には従来にも増して、お気軽
に WBC にご連絡下さるようお待ちしております。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
（執筆：WBC 所長

前田）

■□■------------------------------------------------------------------------------

5．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞

〜ジェトロ横浜よりお知らせ〜

【はじめての海外進出勉強会

〜アジア主要国への進出〜

のご案内

2/5 申込締切】

本勉強会は、海外、特にアジアでの拠点・工場設立にご関心のある中小企業様（主に製造業）
向けに、海外進出に必要な基礎的な知識・情報を２回シリーズでご提供します。
今後、主に東南アジアなどへの進出をご検討中、あるいは既に海外拠点をお持ちで更なる展
開をご検討の皆様におかれましては、是非この機会にご参加ください。
◆日時：平成 28 年 2 月 12 日（金）
、19 日（金）14:00〜17:30（全 2 回）
※第 2 回の講座終了後（17:30〜18:30）に名刺交換会を予定しています。
◆会場：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 8 階）
※みなとみらい線「日本大通り」駅 3 番出口から徒歩 5 分
◆内容：
＜第 1 回＞はじめての海外進出総論
・海外進出事前準備
・海外進出事前準備、現地法人・工場設立
＜第 2 回＞アジア主要国への進出
・アジア主要国の投資環境比較とインドネシアへの進出
・タイへの進出にかかる事例紹介
・名刺交換会
◆受講料：
・ジェトロメンバーズ又は横浜商工会議所会員：4,000 円（税込、1 名様）
・一般（上記以外の企業様）：8,000 円（税込、1 名様）
※全 2 回分
◆対象・定員：海外進出にご関心のある中小企業の経営者及び実務担当者

30 名（先着順）

◆申込締切：平成 28 年 2 月 5 日（金）
◆主催・共催：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・お申込みこちら
https://www.jetro.go.jp/events/yok/073360d9816cb4ef.html
＜お問い合わせ＞
ジェトロ横浜

担当：遠藤、中熊
TEL：045-222-3901
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞

〜IDEC よりお知らせ〜

【「第４回 中国（上海）国際技術輸出入交易会」出展企業の募集を開始！ 2/29 申込締切】
IDEC では、
「中国（上海）国際技術輸出入交易会」のうち、IDEC が主催する横浜ブース
への出展企業の募集を開始しました。中国で初めて技術の輸出入をテーマとした展示会で
す。
中国四大展示会の一つに位置付けられており、海外企業と現地企業の間での技術移転や設
計・生産等の受託サービス、共同開発等の促進を目的としています。
この機会をぜひ海外事業展開や販路拡大のきっかけとしてご活用ください。
★IDEC の横浜ブースで出展するメリット★
(1)

IDEC 上海事務所が現地で横浜企業の出展のサポートをします！

(2)

出展割引１小間 140,000 円（1/5 小間 28,000 円）

※一般料金は１小間 200,000 円程度
◆開催期間：平成 28 年 4 月 21 日（木）〜4 月 23 日（土）
◆会場：上海世界博覧展示館(上海市浦東新区国展路 1099 号) 横浜ブース
◆主催：中華人民共和国商務部・科学技術部・国家知的財産権局、上海市人民政府
◆募集企業数：5 社程度 (申込順)
◆対象：ものづくり、情報、環境など本交易会の対象とする技術を持つ横浜企業
◆募集単位：1/5 小間
※最大 5 社で 1 小間 9 平米を共同利用、1 小間単位で複数小間での申込も可
◆出展料：
1/5 小間あたり 28,000 円（最大 5 社で 1 小間 9 平米を共同利用の場合）
1 小間あたり 140,000 円（1 社で 1 小間 9 平米を利用の場合）
※通訳、旅費、宿泊費、ブースアテンダント、展示物等の輸送等については上記料金に含ま
れません。
（現地集合・現地解散）
◆申込締切：平成 28 年 2 月 29 日（月）
※先着順で締め切ることがあります。
◆横浜ブース主催：
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）

※本事業の実施にあたっては IDEC の平成 28 年度予算の成立が前提となります。
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20160125090042.php
＜お問い合わせ＞
（公財）横浜企業経営支援財団
国際ビジネス支援部
TEL：045-225-3730
FAX：045-225-3737
E-mail：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞

〜IDEC よりお知らせ〜

【グローバル化の流れに乗りたい日本企業様向け

外国人採用セミナー

のご案内

3/7】

日本企業が海外への事業展開を加速させるためのグローバル人材不足という問題を解決
するには、全く新しい視点を持つことが必要です。
日本の若手人材と比べ、お隣の国・韓国の若手人材は、留学経験率が非常に高く、単なる
語学力にとどまらない国際経験を身に付けており、昨今の韓国企業の躍進からもうかがえ
る様に高い国際ビジネスマネジメント能力、国際マーケティング能力を発揮できる可能性
を秘めています。
デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)は、多様な国・地域からの若手人材採用を
戦略的に進めてきており、特に韓国人材については、早くから高いポテンシャルに注目して
きました。日本政府アドバイザーを兼任する執行役員より、全く新たな視点でのグローバル
人材活用の有効性、韓国出身の DTC 副社長から自らの体験談もご紹介します。
更に本セミナーでは、駐横浜大韓民国総領事館をはじめとする韓国政府の全面協力の下、
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）より具体的な採用アプローチ、各種支援サービスについ
てご紹介させていただきます。皆様のご参加をお待ちしております。
◆日時：平成 28 年 3 月 7 日（月）
◆会場：横浜情報文化センター
（横浜市中区日本大通 11 番地）

14：00〜16：30 （受付開始 13:30）

情文ホール

http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
◆参加費：無料
◆対象：海外展開に興味のある横浜市内を中心とした企業
◆定員：100 名（定員になり次第締切）
◆内容：
ご挨拶：デロイト トーマツ コンサルティング
グローバル マネジメント インスティテュート 執行役員 國分 俊史氏
大韓貿易投資振興公社 日本地域本部 本部長 鄭 幣氏
講演 1：デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 國分 俊史氏
「日本企業の海外展開に求められる視座と、韓国人学生のポテンシャル」
講演 2：デロイト トーマツ コンサルティング 執行役副社長 宋 修永氏
「海外展開を加速する日本企業に必要な経営の視点」
講演 3：大韓貿易投資振興公社 戦略事業チーム長 李 承禧氏
「韓国人材のポテンシャルと KOTRA の韓国人材採用支援事業」
閉会挨拶：駐横浜大韓民国総領事

朱 重徹氏

「国交正常化 50 周年を迎え、
新たなレベルへと昇華する日韓関係の構築に向けて」
◆申込締切：平成 28 年 2 月 29 日（月）
◆主催：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）
◆後援：
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）
、駐横浜大韓民国総領事館、横浜市経済局
↓詳細・お申込みはこちら
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/2854
＜お問い合わせ＞
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
セミナー事務局
E-mail:：dtc_seminar@tohmatsu.co.jp
TEL：03-4218-4685
（電話による受付時間：平日 10:00〜11:45、12:45〜17:00）
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WBC のサービスご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC では下記のサービスを行っております。
○グローバルビジネスに関する相談（貿易相談など）
○レンタル・オフィスの提供および入居者のビジネス相談
○引き合い情報の提供

○WBC メールマガジンの発行
○Facebook での情報発信
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜ワールドポーターズのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC は横浜ワールドポーターズの 6 階に入居しています。
横浜ワールドポーターズは、「いろんな世界がここにある」というコンセプトのもと、
ファッション、インテリア、雑貨、グルメ、フードなど個性豊かなショップが揃うエンター
テインメントショッピングセンターです。 5 階には 3Ｄ対応のイオンシネマみなとみらい
も併設されており一日中お楽しみいただけます。
http://www.yim.co.jp/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC メールマガジン発行について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）は、横浜市からの委託を受け、
下記事業者が管理運営業務を実施しています。
発 行 者：
横浜ワールドビジネスサポートセンター
〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1
横浜ワールドポーターズ 6 階
TEL: 045-222-2030 FAX: 045-222-2088
http://www.ywbc.org/
http://www.facebook.com/YokohamaWBC
事業受託者：

株式会社パソナ
〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-4
TEL: 03-6734-1270 FAX: 03-6734-1274
http://www.pasona-global.com/

事業委託者：

横浜市経済局

誘致推進課

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1
TEL: 045-671-3834
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/yuchi/
◆本メールマガジンに関してお心当たりの無い方は、本メールをこのまま
ご返送ください。
◆本メールマガジンへのご感想ご要望は、mmq@ywbc.org
にお願い致します。
◆購読申し込み、購読中止手続き http://www.ywbc.org/mm/
©;株式会社パソナ 無断転載を禁じます。
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