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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〜
【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 入居機関より＞
【ベトナム

ダナン日越文化交流フェスティバル 2016 のご案内】

はじめまして、ダナン外務局横浜事務所と申します。昨年よりベトナム

ダナン外務局の

窓口として横浜に開設いたしました。投資、文化、観光等のご相談のお問い合わせをお待
ちしております。
今年もダナン日越文化交流フェスティバル 2016 が下記の予定で開催されます。
このイベントはダナン市と協力関係にある日本の各地域様との関係をより一層深めること
を目的としています。
文化・情報交換展示コーナー、芸術交流ステージ、留学説明会、就職フェアなど様々な出
展ブースがございます。
出展ブース、フェスティバルのご協力団体様を募集させていただいております。
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。
◆開催期間：平成 28 年 7 月 29 日(金)〜31 日(日)
◆会場：ダナン市庁舎周辺
◆主催：ダナン外務局

フェスティバル実行委員会

↓詳細はこちら
http://japan-danang.org/?cat=62&lang=ja

＜お問い合わせ＞
ダナン外務局横浜駐在事務所
横浜市中区新港 2-2-1 横浜ワールドポーターズ

6F

横浜ワールドビジネスサポートセンター
TEL.FAX：045-323-9876
E-mail：gotou-m@ido-g.co.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------

5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC より＞
【

〜

〜コラム「世界のあれこれ」〜

初めての豪州の旅

〜

】

2016 年がスタートしてから早くも二ヶ月が経とうとしています。
さて、先月正月休暇を取り、初めて豪州を旅行しました。その際、これまであまり経験した
事の無い素晴らしい自然の光景に遭遇し感動しました。その時の出来事を書き記したく思
います。お読みくださった方にとって、気分転換の一助となれば幸いです。
今回訪ねたゴールドコーストは、豪州屈指のリゾート地であり、留学先としても人気があり
ます。私も海や空の美しさはもちろんのこと、清潔感漂う街並み、湿気の少ない温暖な気候、
そして何より現地で出会う人の穏やかな人柄に魅了されました。
現地ではパラセイリングで眼下に広がる海を眺めたり、海辺のマーケットを散策したり、気
の向くままにのんびりと過ごしました。
そんな中一番印象的だった出来事は、国立公園を散策した時のことです。
夜、懐中電灯を片手に公園内の熱帯雨林を散策しました。しばらく歩くと真っ暗な森の中に
現れた洞窟に遭遇し、中に入るとそこには青白い宝石を散りばめたかのような幻想的な光
景が広がっていました！
それは土ボタルという生き物が放つ光ですが、まるでキラキラと光る星空を間近で眺めて
いるようでした。この天然のイルミネーションを鑑賞した後、なんだかパワーが湧き、とて
も前向きな気持ちになれたことを覚えています。
日本でホタルといえば、おしりの光る虫として知られていますが、この土ボタルはヒカリキ
ノコバエというハエを指します。今回素晴らしい光景を披露してくれたのは、彼らの幼虫で
した。幼虫である約 9 か月間は、粘性のある糸を垂らし、光におびき寄せられた小虫を絡め
取って捕食します。彼らは空腹時にしか発光しないそうです。成虫になると口が存在しない
ため食べることが出来ず、交尾・産卵を終えると 2〜3 日で死んでしまいます。天然のイル
ミネーションシアターは、こうした土ボタルの懸命な生命活動によるものでした。

洞窟を出る頃に感じたパワーは、知らず知らずのうちに彼らの生命力を感じ取った結果だ
ったのかも知れません。
また、公園からの帰路で眺めた満天の星空も格別でした。いつも見慣れているオリオン座を
よく観察すると、「あれ！？」星座がひっくり返って見えることに気が付き、まじまじと空
を見上げていました。南半球の星空は北半球とは逆さまに見えるのです。
国が違うと、常識も違う。当たり前の様でもこの新鮮な発見は、コミュニケーションにおい
て重要なことを再認識したような気がしました。
立春も過ぎ、春の訪れまであと少しですね。自然の営みにパワーを感じながら、共々に健や
かな日々を過ごして参りたいと思います。
（執筆：WBC スタッフ

長瀬）

■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞

〜ジェトロ横浜よりお知らせ〜

【欧州への農産物・食品輸出セミナー（横浜）のご案内

3/15】

日本から欧州への農林水産・食品輸出は、2013 年は 283.5 億円、2014 年は 331.9 億円と増
加傾向にあります。そのうち、英国向けは 62.6 億円で、日本食レストランはロンドン市内
だけでも 520 店舗（2015 年ジェトロ・ロンドンまとめ）と数多く存在しています。
日本食への関心は高く、日本産農水産物・食品の有望な輸出先です。
本セミナーでは、元ジェトロロンドンのコーディネーターである専門家が、英国を中心に欧
州への農産物輸出・現地日本食事情についてご説明します。
最新情報を入手する絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。
また、千葉県成田市の「成田市場輸出拠点化推進協議会」の取組みについてもご紹介します。
成田国際空港の立地と国際線ネットワークを活かして、国家戦略特区として輸出の拠点化
を目指す取組みや、昨年 11 月に実施されたロンドンへの輸出実証実験についてご紹介しま
す。
◆日時：平成 28 年 3 月 15 日（火）14:00〜16:00（13:45 受付開始）
◆会場：ホテルメルパルク横浜

2 階「シェリー」

（横浜市中区山下町 16）

◆定員：50 名（定員になり次第、締め切ります）
◆参加費：無料
◆申込締切：平成 28 年 3 月 9 日（水）
↓詳細、お申込みはこちら
https://www.jetro.go.jp/events/yok/49413d401734c5eb.html
＜お問い合わせ＞
日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター
担当：古城
TEL：045-222-3901
FAX：045-662-4980
E-mail：yok@jetro.go.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞

〜IDEC よりお知らせ〜

【Y コネクト 2 中小企業の海外進出の実例〜IDEC 海外進出支援事業（F/S 助成）の活用
事例〜

3/2】

このたび、横浜企業経営支援財団（IDEC）では、IDEC の海外進出支援事業を活用して、
海外進出を図る市内中小企業の実例を紹介します。
第１部では、横浜ビジネスエキスパート（IDEC 専門家）から、海外進出の判断をするため
の事業化可能性調査（F/S）について、基本的な考え方や進め方について解説するほか、初
めて海外進出を図る市内中小企業が、IDEC の F/S 助成を受けた支援の実例を紹介します。
第２部では、市内中小企業の海外進出事例を紹介します。IDEC の支援メニューを活用して、
初めての海外進出をどのように進めたのか、体験談をお話しいただきます。
セミナー終了後の企業交流会は、講師と参加者が意見交換を行う場です。
講演者以外の助成企業や横浜ビジネスエキスパートも参加する予定です。
IDEC の海外進出支援事業について、当事者から率直な話を聞けるチャンスです。
この機会に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！

◆日時：平成 28 年 3 月 2 日（水）
セミナー/14:00〜16:30
◆会場：横浜企業経営支援財団

企業交流会/16:40〜17:20
大会議室

（横浜市中区太田町 2-23）
◆講師・内容
（第１部）
「IDEC 海外進出支援事業（F/S）助成とは」
IDEC 横浜ビジネスエキスパート

辻

聡司 氏

・F/S の目的（なぜ海外進出を考えるのか）
・F/S の進め方（海外進出に向けた準備・調査として何をするのか）
・IDEC による F/S 支援事例
（第２部）横浜市内企業の海外進出に関する IDEC 支援事例
「タイ初！大学発ベンチャーへの道〜アジアから世界に発信する食物アレルギー基準〜
（仮）
」
(株)森永生科学研究所

代表取締役

小路(しょうじ)正博 氏

（第３部）企業交流会
・講演者を囲んでの質疑応答・名刺交換
・F/S 支援企業や担当エキスパートも参加予定です。具体的にどのような支援が行われる
のか、ざっくばらんな意見交換ができます。
◆参加費：セミナーのみ
交流会参加者

無料
500 円／名

◆定員：50 名（事前申込制）
◆対象：海外進出に関心を有する市内中小・中堅企業
◆主催：(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC)
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=768
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞

〜セミナー開催のお知らせ〜

【選ばれる都市、横浜へ

横浜市外資系企業誘致セミナーのご案内

3/28】

横浜には、交通アクセスなど優れたビジネス環境、外国人の方も快適かつ安全に暮らせる生
活環境があるとともに、国内最大級の立地支援制度で企業の進出をサポートしています。
いま、多くのグローバル企業の本社や研究施設等にご進出いただいており、国際的なビジネ
ス都市として、成長を続けています。
本セミナーでは、外資系企業の皆様に向けて「企業から選ばれる横浜の魅力」についてお伝
えします。
◆日時：平成 28 年 3 月 28 日（月）14:00〜18:00（開場

13:20）

◆会場：ザ・ペニンシュラ東京
（東京都千代田区有楽町 1-8-1）
◆定員：150 名
※事前登録制（下記 URL からお申込ください。
）
※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
◆参加費：無料
◆主催：横浜市
↓詳細・お申込みはこちら
http://toyokeizai.smartseminar.jp/public/seminar/view/351
＜お問い合わせ＞
東洋経済新報社フォーラム事務局
TEL：03-3246-5599
E-mail：corporate@toyokeizai.co.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------
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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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