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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」～
【 ～

サクラ協奏曲 ～ 】

この季節、みなとみらい地区にある WBC 事務所からは汽車道を覆い尽くす満開の桜を眺
めることができます。最近では、日本の桜を見に海外から多くの観光客が訪れると聞いてい
ます。また、逆に日本から友好親善のため各国に桜が寄贈されて、現地で桜祭りなどが行わ
れて賑わっているようで、お花見もかなりグローバル化しています。
ワシントン DC・ポトマック河畔の桜は日米友好のシンボルとして有名ですが、横浜は、こ
の 100 年前の桜寄贈に深い関係があります。桜の寄贈を提唱し、植樹実現に尽力したのは、
かつて横浜に滞在した米国人紀行作家エライザ・シドモアさんでした。また、当時桜は横浜
港から船でアメリカに運ばれていきました。日本をこよなく愛したシドモアさんは横浜市
山手の外国人墓地に今も静かに眠っています。こうした歴史的景背に基づき、1912 年の桜
寄贈から 100 年目を迎えた 2013 年 3 月、ジョン・ルース アメリカ合衆国特命全権大使よ
り横浜市に 100 本のハナミズキが寄贈されました。ハナミズキの花言葉は「返礼」です。
しかし、ポトマック河畔の桜も日本が真珠湾攻撃をした直後に何本か無残に切り倒された
時代もあったようです。そんなつらい時期をのりこえて、当地の桜は今年も美しく咲き誇る
ことでしょう。
筆者は、以前の勤務先でドイツ・ボンの近郊での会議に出席し、参加した仲間達と一緒に 1
日を周辺観光で楽しく過ごしました。現地マネージャーの案内でケルン大聖堂や、ボン大学、
ベートベンの生家等を回ったのち、ヘーア通りの八重桜の並木道を案内されました。

花は日本のものよりやや濃厚で赤みを帯びており、アーケードのように道全体を覆ってい
ました。ドイツにお嫁入りした桜がしっかりとドイツの大地でドイツらしい花を咲かせて
いるという印象でした。現地のマネージャーも、この季節には家族と一緒に欠かさず桜を見
に来て日本情緒を楽しむという事でした。文字通り日独友好の大輪の花を目の前にして感
動したものです。
上記以外にも、パリの「ソー公園」
、スェーデン・ストックホルム王立公園、カナダのバン
クーバー、ミャンマー、台湾、中国など、桜の寄贈先は枚挙にいとまもないほどです。さら
に、最近では民間企業がベトナムに寄贈した例もあります。しかも、お決まりのように、開
花の期間には日本情緒豊かなイベントやフェスティバルが当地で開催され親睦や交流を促
進しているようです。
このような美しく、良い花の種子が世界中で実を結び、素晴らしい友好の花が咲き乱れるこ
とを願ってやみません。一方で、国家間の憎しみや紛争のため罪もない桜を切り倒したりす
ることが無いよう、平和の維持に怠りなきよう願う次第です。
（執筆：WBC 所長 前田）
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～支援対象企業募集のお知らせ～
【
「中小企業海外市場開拓支援事業」28 年度支援対象企業募集のお知らせ 4/1～8/31】
横浜市では、市内中小企業の海外ビジネスチャンスの拡大を図るため、中小企業海外市場開
拓支援事業（平成 23～25 年度 中小企業海外販路開拓事業）を実施しています。
この事業は、海外市場開拓に意欲を持つ市内中小企業を公募により選定し、最大３年間、専
門家によるアドバイスや展示商談会への出展費助成などにより、海外市場開拓の着手から
商談実施まで一貫した支援を実施するものです。
今回、公募により、平成 28 年度の支援対象企業を 20 社募集します。
[募集の概要]
◆募集期間：平成 28 年 4 月 1 日（金）～平成 28 年 8 月 31 日（金）17：00
◆支援企業数：20 社（20 社に到達するまで、随時募集・選定します）
◆支援メニュー
・海外市場開拓・輸出アドバイス（1 社に 1 人、輸出経験豊富なアドバイザーを選任）
輸出戦略の策定、顧客開拓、商品の PR 方法、海外展示商談会出展、商談の進め方、
外国語契約書締結、等のアドバイスを実施します。
・海外展示商談会出展助成
（海外展示商談会出展助成金：上限 30 万円）
・金融支援（横浜市経済局金融課との連携メニュー）
↓支援対象、支援メニュー、申請書類、申請方法などの詳細はこちら

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kaigai/kaigaihanro/
＜お問い合わせ＞
横浜市経済局誘致推進課
TEL：045-671-3834
E-Mail：ke-kokusai@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～出展助成申請受付開始のお知らせ～
【
「海外展示商談会出展助成金」申請受付開始のお知らせ 4/1～12/28】
横浜市は、海外市場の新規開拓や拡大を目指す市内中小企業に対し、海外で開催される展示
商談会への出展に要する経費の一部を助成し、外国企業との商談の機会をより多く創出す
ることを通じて、海外市場の開拓を支援します。
[海外展示商談会出展助成金の概要]
◆助成対象者：
横浜市内に本社を置く中小企業で、かつ次の①～⑥のいずれかに該当する企業
①平成 28 年度「横浜市中小企業海外市場開拓支援事業」支援対象企業
②平成 27 年度までの「横浜市中小企業海外市場開拓支援事業」支援対象企業
（平成 23～25 年度「横浜市中小企業海外販路開拓事業」支援対象企業含む）
③平成 27 年度「横浜市中小企業外国出願支援事業助成金助成対象者」
（※）
④平成 27・28 年度「横浜知財みらい企業」
⑤平成 26～28 年度「海外進出支援事業事業化可能性調査助成金助成事業者」
⑥平成 26・27 年度「横浜市成長発展分野育成支援助成金助成事業者」
（※）
※③⑥は、それぞれ助成の対象となった事業に係る出展が対象となります。
※詳細は市ホームページ掲載の募集要項をご確認ください。
◆助成限度額：
・上記①の対象者：30 万円
・上記②～⑥の対象者：20 万円
※詳細は市ホームページ掲載の募集要項をご確認ください。
◆助成金の対象経費：
出展料（小間代、登録料など出展に際してかかる費用）
、会場設備費（ブース装飾費、追加
備品費、水道光熱費等）
、出品物の輸送通関費、出品及び出品物輸送通関に係る保険料、出
展に伴うカタログ作成・印刷費
◆対象期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日に海外で開催される展示商談会
◆申請期限：対象展示会（事業）実施の 1 か月前（最終締切：平成 28 年 12 月 28 日（水）
）
↓申請書類、申請方法などの詳細はこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/kaigai/kaigaitenjikai/
＜お問い合わせ＞

横浜市経済局誘致推進課
TEL：045-671-3834
E-Mail：ke-kokusai@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【はじめての海外展開セミナー・Ⅵ開催のお知らせ

4/18】

横浜市内国際経済関連 4 団体主催の本セミナーも 6 回目となりました。
アジアをはじめとする海外市場にご関心をお持ちの中小企業のご参加をお待ちしています。
◆日時：平成 28 年 4 月 18 日（月）13：30～16：30
◆場所：横浜商工会議所 横浜シンポジア
（横浜市中区山下町 2 番地 産業貿易センタービル 9 階）
◆プログラム：
1 基調講演「TPP が大筋合意された今、なぜ海外展開が必要か？」
早稲田大学 政治経済学術院 経済学研究科 教授 戸堂 康之 氏
2 事例報告(1)「我が社の海外事業展開-韓国・中国・フィリピン・ベトナムに生産拠点-」
株式会社新鋭産業 代表取締役専務 横内 幸二 氏
3 事例報告(2)「我が社の海外事業展開-インドネシア進出・20 年の軌跡-」
第一カーボン株式会社 代表取締役社長 加藤 豊 氏
4 主催団体等の事業紹介（セミナー終了後、主催団体の担当者が質問をお受けします。）
◆対象：海外展開に関心のある中小企業
※コンサルタント業の方は参加をご遠慮ください。
◆定員：100 名程度
◆参加費：無料
◆申込締切：平成 28 年 4 月 11 日（月）
◆主催：横浜商工会議所、ジェトロ横浜、横浜市経済局、
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）
↓詳細はこちら
http://www.yokohama-cci.or.jp/news/assets/pdf/201604kaigaitenkai.pdf
＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所 国際部
TEL：045-671-7406 FAX：045-671-7410
■□■-----------------------------------------------------------------------------9．---------------------------------------------------------------------■□■

＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【海外進出支援企業募集～市内中小企業の海外現地法人設立のための、事業化可能性調査
（F/S）を支援します！ 6/3 締切】
IDEC は、海外拠点設立等の事業化可能性調査（F/S）調査の支援（最大 90 万円）を行うた
め、3 年以内に海外拠点設立の計画を持つ市内中小企業を募集します。
国際ビジネスに精通した専門家（横浜ビジネスエキスパート）が、国内での予備調査と海外
現地調査をサポートします。貴社が検討する海外事業の実現可能性や採算性について、客観
的な経営判断をするための調査を行い、海外進出を円滑に進められるようにお手伝いしま
す。
↓詳細は、下記をご参照ください。
http://www.idec.or.jp/kaigai/
◆募集期間：平成 28 年 4 月 1 日（金）～平成 28 年 6 月 3 日（金）
◆対象事業：3 年以内に下記の海外現地法人を設立するための計画
(1) 工場等の生産拠点
(2) 営業、販売拠点
(3) サービス、メンテナンス拠点
(4) 調達拠点
※駐在員事務所は対象となりません。
◆提出書類：海外進出支援申込書（WEB サイトからダウンロードしてください。
）
◆支援内容：
(1) 海外進出計画策定支援（最大 30 万円）
横浜ビジネスエキスパートを、国内予備調査、海外現地調査のために派遣して、貴社の海外
進出計画策定のための支援をし、IDEC が経費を負担します。
(2) F/S 調査経費の助成（最大 60 万円）
F/S 調査にかかる事業経費について、2/3 を助成します。
海外旅費、宿泊費、現地交通費、通訳費、資料翻訳等の経費について、2/3（最大 60 万円）
の助成金を交付します。
◆支援企業：10 社程度
◆応募方法：
↓こちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/
から募集要項をダウンロードして、海外進出支援申込書を提出してください。
事業化可能性調査経費の助成については、プレ支援（1～3 回）を受けた後、別途助成金申

請を行い、審査会の選考を受ける必要があります。
助成金締切間際での申込は、助成金申請に間に合わない場合がありますのでご注意くださ
い。
詳細については、下記にお問い合わせください。
＜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
E-Mail：global@idec.or.jp
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＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【韓国投資環境説明会「最新の経済投資環境と高度人材活用プログラム」のご案内

4/21】

駐横浜大韓民国総領事館では横浜企業経営支援財団と共催し、『韓国投資環境説明会』を
開催します。本セミナーは、韓国政府や自治体が行っている投資誘致などに関する情報を
お伝えするもので、今回で 4 回目を迎えます。
現在、韓国では、国際社会で活躍できる人材を育てるため、国を挙げての教育プロジェクト
を推進しています。今回は、貿易振興のための韓国政府機関である KOTRA から、最新の
韓国経済・投資環境に加え、韓国政府が 2013 年より実施している K-move（海外職業紹介
プログラム）について、お話いただきます。また、韓国情報はソウル周辺に偏りがちですが、
各自治体（慶尚南道、全羅南道）から、最新の地域開発の状況や投資環境についてご説明し
ます。
韓国とのビジネスをご検討されている企業の皆様は、是非お気軽にご参加ください。
◆日時：平成 28 年 4 月 21 日（木）14：00～16：00
◆会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
（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）
http://www.idec.or.jp/map.php
◆参加費：無料
◆対象：韓国の地方自治体への投資及び韓国企業との連携に興味のある横浜を中心とした
企業

◆定員：30 名（定員になり次第締切）
◆内容：
14：00～14：05

開会あいさつ
駐横浜韓国総領事 朱重徹(ジュジュンチョル)氏

14：05～14：30 「韓国の経済・投資環境及び高度人材活用について」
KOTRA 投資チーム長 金眞姫(キムジンヒ)氏
14：30～15：00 慶尚南道の投資環境説明
慶尚南道 東京事務所 部長 金昌燮(キムチャンソプ)氏
15：00～15：30 全羅南道の投資環境説明
全羅南道 大阪事務所 所長 金善鶴(キムソンハク)氏
15：30～ 質疑応答
◆申込締切：平成 28 年 4 月 20 日（水）
◆主催：駐横浜大韓民国総領事館
◆共催：公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）、大韓貿易投資振興公社（KOTRA）
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=782
＜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
E-mail：global@idec.or.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
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横浜ワールドポーターズのご案内
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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
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WBC メールマガジン発行について
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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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