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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 より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【英国のEU離脱決定による知財面の影響について】
先月に引き続き、英国のEU離脱（Brexit）が我が国の企業活動にどの様な影響を与えるの
かについて纏めてみました。特に、今回は、意匠制度や商標制度等に与える影響について
述べさせて頂きます。
1. 意匠について
意匠については、EUの下に設置された欧州連合知的財産庁（EUIPO，旧「欧州共同体商標意
匠庁OHIM」
）で英国を含むEU圏内での統一的・広域的保護制度（EU意匠）を設けています。
仮に英国のEU離脱が現実のものとなれば、既に取得済のEU意匠の権利はそのまま存続する
ものの、英国における保護は失われることになります。
しかしながら、この場合は、英国の国内権利として保護を継続させるための措置が講じら
れることになると考えられますので、それに応じて手続を行えば良いでしょう。この特例

措置が具体的にどのような内容になるのかは現時点では全く予測することができませんが、
EU意匠として登録された既得権を英国についてのみ分離して国内意匠権に移行させる手続
ですので、比較的簡素で、コストも比較的低廉に抑えられるのではないかと予測されてい
ます。
なお、
意匠についての国際登録制度として、本年 5 月 13 日から我が国でも受付を開始した、
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録制度があり、この国際登録制度はWIPO
事務局が管轄しています。このハーグ協定について、協定の締約国にEUは含まれています
が、英国は含まれていません。したがって、万一英国のEU離脱が実現した後に英国での意
匠保護を求めようとするときは、現状のままであるとすると、この国際登録を利用するこ
とができず、日本出願→英国出願のルートで対応せざるを得ないことになります。ただし、
この場合は、英国として改めて同改正協定を締結して、国際登録経由での英国保護のルー
トが残されるのではないかと予測しています。
2. 商標について
商標についても、EUIPOにより英国を含むEU域内での統一的・広域的保護制度（EU商標）を
設けています。欧州共同体意匠の場合と同様、仮に英国のEU離脱が現実のものとなれば、
既に取得済のEU商標の権利はそのまま存続しますが、英国における保護は失われることに
なります。
しかしながら、この場合も同様に、英国の国内権利として保護を継続させるための措置が
講じられることになると考えられますので、それに応じて手続を行えば良いでしょう。
なお、商標については、マドリッドプロトコル（マドプロ）による商標の国際登録制度が
あり、同じくWIPO事務局が管轄しています。マドプロにはEUとは別に英国単独でも締結国
になっていますので、万一英国のEU離脱が実現した後であっても、英国を指定して国際登
録を受けることが可能です。もちろん、日本出願→英国出願のルートも利用できます。
3. その他
EUIPOにした欧州共同体商標出願において異議申立を受けた場合に異議申立人との間で取
り交わす合意書（アグリーメント）その他の契約書において、単に「EU」と表示されてい
るにすぎないような内容がある場合は、万一英国のEU離脱が実現すると、その内容を一部
修正する必要が生じる可能性があります。
4. 最後に
先月記載した通り、英国のEU離脱が実現するのか否かもまだ不透明な点がありますし、実
現するにしてもその時期も不明ですので、現時点で知財面への影響をそれほど深刻に考え
る必要はありません。
ただ、今後の交渉において英国のEU離脱が現実味を帯びてきた場合は、将来を見越して、
英国については、EPO/EUIPOに対する出願とは別に英国の国内出願を行っておくことなどを
検討する必要が生じてくる可能性があります。また、英国の離脱を端緒としてEUの他の主
要国も離脱するような状況になれば、もはや欧州での広域的な知財対応が困難になる可能
性すらあります。
「慌てる」必要は全くありませんが、他国の情勢をも含めて「注視」して
いく必要があります。

今後、大きな動きがあった場合には、本コラムでの続報を検討させて頂きます。
以上
（執筆：国際的な知財事件を多く扱う弁理士）
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【「タイ・ベトナム投資環境セミナー」開催します！ 9/6】
日本企業の海外進出に際しては、引き続き ASEAN 諸国への関心が高く、中でも「タイ」はメコン
経済の中心に位置する国であり、日本企業にとって依然として重要な投資先の一つとなっていま
す。また「ベトナム」は安定した社会体制から多くの日本企業が進出しており、TPP 参加国でも
あることから、従来にも増して日本企業の進出先として注目を集めています。
本セミナーでは、事業の海外展開をお考えの企業様、タイとベトナムへの進出を検討されている
企業様を対象に、両国の投資環境について解説するとともに、両国で展開されている横浜市内中
小企業向けレンタル工場をご紹介し、併せて本年 11 月 27 日～12 月 3 日の日程で派遣する「タ
イ・ベトナム投資環境視察団」のご案内をさせていただきます。ぜひご参加ください！

◆日時：平成 28 年 9 月 6 日（火）14:00～16:30（開場 13:30）
◆会場：横浜商工会議所

横浜シンポジア

（横浜中区山下町 2 番地 産業貿易センタービル 9 階）
◆講師・内容：
第 1 部【14:00～15:30】
「最新のタイ・ベトナム投資動向と日系企業の動向について」
講師：元ジェトロ・バンコク事務所投資アドバイザー

矢島

洋一氏

第 2 部【15:40～16:20】
「横浜市・IDEC によるレンタル工場について」
(1)タイ・「TICON」
（Yokohama Factory Zone）
講師：公益財団法人 横浜企業経営支援財団（IDEC）
国際ビジネス支援課

東南アジア担当

金子

(2)ベトナム・「KIZUNA JV」（Yokohama Factory Zone）
～最近の中小企業ベトナム進出動向について～
講師：株式会社 VCC 代表取締役社長

齋藤 正之氏

第 3 部【16:20～16:30】
「タイ・ベトナム投資環境視察団」のご案内

晴恵氏

◆参加費：無料
◆定員：100 名
◆申込締切：平成 28 年 9 月 5 日（月）
◆主催：横浜商工会議所、横浜市経済局、公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）
◆協力：日本貿易振興機構（ジェトロ）横浜貿易情報センター

↓お申し込みはこちら
http://www.yokohama-cci.or.jp/event/seminar/2016/0812000883.html

＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所 国際部
担当：井手、金子
TEL：045-671-7406
FAX：045-671-7410
E-mail：kokusai@yokohama-cci.or.jp

■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞

～ミッション参加企業募集のお知らせ～

【「タイ・ベトナム投資環境視察団」のご案内 11/27-12/3】
日本企業の海外進出先として注目が集まるタイ・ベトナム両国には、横浜市と横浜企業経
営支援財団（IDEC）が、横浜市内中小企業の進出支援を目的として、現地レンタル工場運
営会社と提携し、ヨコハマファクトリーゾーン(YFZ)を開設しています。
この度の視察団は、タイとベトナムの投資環境について見聞することはもとより、横浜市・
IDEC が両国で展開している横浜市内中小企業向けレンタル工場、
日本の自動車産業の ASEAN
地域における代表的な拠点の一つである「タイ日産自動車第 2 工場」
、日系百貨店を核とし
たショッピングセンター「サイゴンセンター・ホーチミン髙島屋」他を視察します。また、
タイ・ベトナムの現地企業とのビジネスに向けたネットワーキングも企画しています。
タイとベトナムへの進出、事業の海外展開を検討されている企業様におかれましては、現
地をご確認いただく良い機会ですので、奮ってご参加ください。
◆視察先：タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）
◆実施期間：平成 28 年 11 月 27 日（日）～平成 28 年 12 月３日（土）

◆申込期限：平成 28 年 10 月 28 日（金）

↓詳細はこちら

http://www.yokohama-cci.or.jp/news/2016/0816000886.html
＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所 国際部
担当：井手、金子
TEL：045-671-7406
FAX：045-671-7410
E-mail：kokusai@yokohama-cci.or.jp

■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【横浜台湾ビジネスアライアンスプログラム「IoT ビジネス/協業による海外市場の開拓セ
ミナー」のご案内 9/29】
IoT：Internet of Things（モノのインターネット）がもたらす産業へのインパクトは大き
く、その中でもスマート製造業、エネルギー、商取引、交通、医療 5 大領域のマーケット
が今後拡大すると予想されています。IDEC では、台湾企業との協業を視野に IoT 関連企業
のみなさまの海外販路開拓・拡大を支援します。
シリーズ形式でセミナーや交流会を開催いたしますので、ぜひ皆様のご参加お待ちしてお
ります！
◆日時：平成 28 年 9 月 29 日（木）15:00-18:00
◆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：セミナーのみ／無料 交流会参加の方／500 円
◆対象：台湾ビジネスアライアンスに興味のある横浜市内を中心とした企業
◆定員：30 名
◆申込締切：平成 28 年 9 月 28 日（水）
（ただし、定員になり次第締め切ります。
）
◆内容：
15：00～15：40
「日台ビジネスモデル、成功事例の共通点、失敗事例の問題点」

～アライアンスパターンを整理すると見えてくる日本企業の課題～
講師：Taipei Computer Association（TCA）東京事務所 駐日代表 吉村章氏
15：40～16：20
「台湾企業へのアプローチ方法/事例紹介」
～IIJ とネクストライブの事例からアライアンスを進めるポイント～
講師：株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）シニアコンサルタント 慶野文敏氏
16：20～17：00
事例からの課題検証（講師 2 名によるセッション）
17：10～交流会
講師を囲んでホンネトーク、セミナーでは聞けない裏話やオフレコ談にご期待ください
◆主催：
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）
◆後援（予定）
：横浜 IT クラスター交流会
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=865
＜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．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【2016 年度下期の為替相場見通しとグローバル経済の現況 セミナーのご案内 9/7】
IDEC は、市内中小企業のステージに対応した支援を実施するために、三井住友銀行と業務
提携を締結しています。この提携に基づき「為替相場見通しとグローバル経済の現況」を
解説するセミナーを年 2 回開催しています。
米国では、金融政策の正常化が慎重に検討されており、欧州では、英国の EU 離脱交渉の

行方による、経済へのマイナス影響が懸念されています。中国では、構造改革が進む一方
で、経済の減速が危惧されています。また、各国口地域でのテロ勃発等による地政学リス
クの高まりもあり、グローパル経済の不透明感が高まっています。
これらの世界情勢を踏まえて、当セミナーでは今年度下半期における主要通貨の為替動向
や世界各地域の経済情勢、及びそれらの背景について、解説いたします。
皆様奮ってご参加ください。
◆日時：平成 28 年 9 月 7 日（水）13：30～16：00
◆会場：横浜情報文化センター6 階 情文ホール
（横浜市中区日本大通 11 番地）
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
◆対象：海外ビジネスに関心のある企業
◆参加費：無料
◆定員：100 名
◆申込締切：平成 28 年 9 月 5 日（月）
（ただし、定員になり次第締め切ります。）
◆主催：三井住友銀行、
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）
↓詳細・お申し込みはこちら
https://area26.smp.ne.jp/area/cl/24710/J3HPe6H7ci0D/M?S=lcla2m
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------9．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【国際ビジネス相談会 毎月開催しています！！】
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、ご都合に合わせて日程調整も可能です。

▼スケジュールはこちら▼
■販路開拓相談会 平成 28 年 9 月 9 日（金）専門家：星名 一帥 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=859
■中国相談会 平成 28 年 9 月 14 日（水）専門家：張 安徳 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=861
■ベトナム相談会 平成 28 年 9 月 16 日（金）専門家：山崎 末次 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=858
■ミャンマー相談会 平成 28 年 9 月 27 日（火）専門家：高山 俊朗 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=860
※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。
◆会場：横浜企業経営支援財団内
（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：横浜市内中小企業
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------10．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～ジェトロ横浜よりお知らせ～
【「メキシコ進出をめざす勉強会」開催のご案内 9/8】

自動車の産業集積が進んでいるメキシコの経済概況や進出企業の事例について、専門家や
メキシコ進出企業の方から解説していただく勉強会を開催いたします。
また、11 月に実施予定の「メキシコ投資環境視察ミッション 2016」の内容もご案内いたし
ますので、メキシコ進出に興味がある皆さまのご参加をお待ちしています。
◆日時：平成 28 年 9 月 8 日（木） 14：00～17：00
◆会場：神奈川中小企業センタービル 13 階第 3 会議室
（横浜市中区尾上町 5-80）
◆対象：メキシコでの事業展開を検討している、または既に事業展開している県内中小企
業者
※上記以外の方はご遠慮ください。
◆定員：30 名程度（申込先着順）
◆参加費：無料
◆プログラム：
講演①「メキシコ自動車産業の最新動向」（仮）＜60 分＞
日本貿易振興機構 海外調査部 米州課 課長代理 中畑 貴雄 氏
講演②「メキシコ直接投資成功のアプローチ」（仮）＜40 分＞
メキシコ大使館商務部 商務参事官 アーロン・ベラ 氏
講演③「メキシコ進出企業の支援事例紹介」
（仮）＜25 分＞
(株)事業革新パートナーズ 代表取締役社長 茄子川 仁 氏
講演④「メキシコ進出企業の事例紹介」
（仮）＜30 分＞
(株)テクノステート

取締役社長 植原 正光 氏

質疑応答
KIP 国際課から「メキシコ投資環境視察ミッション 2016」のご案内
↓申込方法（募集チラシダウンロード）はこちら
http://www.kipc.or.jp/seminar_event/24627
＜お問い合わせ＞
（公財）神奈川産業振興センター 国際課
TEL：045-633-5126
FAX：045-633-5064
E-mail：kokusai@kipc.or.jp
■□■------------------------------------------------------------------------------
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＜広報協力＞ ～ジェトロ横浜よりお知らせ～
【メキシコ投資環境視察ミッション 2016 参加者募集のお知らせ 11/14-21】
メキシコでの企業間交流および投資環境視察等を目的としたミッション団を派遣します。
今回は、メキシコで活躍する日系企業や現地企業の視察や経済セミナー・交流会等を予定
していますので、メキシコに関心のある方は、ぜひご参加ください。
◆旅行日程：平成 28 年 11 月 14 日（月）～21 日（月）6 泊 8 日
◆申込締切：平成 28 年 9 月 23 日（金）
◆旅行代金：お一人様 455,000 円（予定）＜参加人数 10 名以上の場合＞
（同一行程の参加者が 10 名未満の場合 528,300 円（予定）となります。）
＊1： 旅行代金は航空運賃（エコノミークラス）、宿泊費（1 人部屋）、食事代、メキシコ国
内移動費、車輌代、現地ガイド費、空港税、経済セミナー・交流会等が含まれます。為替
等の変動により代金の追加（または減額）となることがあります。
＊2：現地参加や滞在期間の延泊等については個別にお問い合わせください。
【 スケジュール(予定）
】
・11 月 14 日（月）午後 日本（成田空港出発）→ロサンゼルス経由→レオン
・11 月 15 日（火）終日 企業視察
・11 月 16 日（水）午前 企業視察、午後 移動
・11 月 17 日（木）午前 企業視察、午後 移動
・11 月 18 日（金）午前 日系大手自動車メーカー視察、午後 経済セミナー・交流会
・11 月 19 日（土）午前 アグアスカリエンテス→レオン→ヒューストン、午後 市内視察
・11 月 20 日（日）午前 ヒューストン空港発
・11 月 21 日（月）午後 日本（成田空港到着）
※企業視察の訪問地は、レオン、グアダラハラ、アグアスカリエンテスを予定。
↓詳細はこちら
http://www.kipc.or.jp/information/24623/
＜お問い合わせ＞
（公財）神奈川産業振興センター 国際課
TEL：045-633-5126
FAX：045-633-5064
E-mail：kokusai@kipc.or.jp

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

フッダー
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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
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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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

