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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＞ ～WBC ビジネスセミナーを開催します～
【WBC ビジネスセミナー「ベトナム・ダナン市におけるビジネス展開」 12/8】
横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）と、WBC にオフィスを持つベトナム・
ダナン市外務局横浜事務所との共催ビジネスセミナーです。
皆様のご参加をお待ちしております。
◆日時：平成 28 年 12 月 8 日（木) 14：00～16：45（13：30 開場）
◆場所：横浜ワールドポーターズ 6 階 会議室 3
（横浜市中区新港 2-2-1）
◆定員：20 名 ※法人の方が優先となります。
◆参加費：無料
◆内容：
1「横浜市とダナン市との都市間協力によるインフラビジネス展開等について」（14：05～
14：25）
（横浜市国際局国際協力課担当係長：中村 恭揚氏）

2「ベトナムビジネスの最新概況と魅力」
（14：25～15：25）
（株式会社東京コンサルティングファーム取締役・税理士・横浜支社長：東

真奈美氏）

3「ベトナム・ダナン市の概要について」
（15：25～15：40）
（ダナン市人民委員会ダナン市外務局 横浜事務所

所長：後藤 允瑛氏）

4「ダナン市への投資環境について」
（15：40～16：20）
（神威産業株式会社 代表取締役社長：十万 幹雄氏）
5 講師との名刺交換（16：20～16：45）
↓詳細・お申込みはこちら
http://www.ywbc.org/pdf_mm/WBC_20161208.pdf
＜お問い合わせ＞
横浜ワールドビジネスサポートセンター事務室
TEL：045-222-2030
FAX：045-222-2088
Email: open@ywbc.org
URL：http://www.ywbc.org/
■□■----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【いざというとき！慌てないように】
近年、海外展開をしている企業、これから海外進出を考えている企業が増えております。
そのため、海外に赴任しながら日本国内の諸手続き（例えば、親が亡くなったときの相続
による不動産名義変更手続き

など）に関わらなければならない場面も同時に増えてきて

おります。
日本国内における諸手続きが発生し、突然、日本に在住するご家族から各種書類を求めら
れたとき、聞きなれない書類に戸惑うことがあろうかと思います。日々お仕事でお忙しく、
限られた時間の中で書類を準備しなければならないわけですからなおさらですよね。
そこで今回は、いざというときに慌てないよう、どのような書類を現地で準備すべきか？
をお話しさせていただこうと思います。

長期間海外に赴任する場合は、住民税負担の関係などで住所を現地に移し、日本における
住所を抹消している方も多いものと思います。すると、連動して印鑑登録も抹消されてし
まいますので、以後それらの書類を取得することができなくなります。
住民票や印鑑証明書は、日本国内における諸手続きにおいて、頻繁に求められるとても重
要な書類ですから、それらの書類が準備できなくなり、いったい現地でどんな書類を代わ
りに準備すればよいか？とご心配になるかもしれません。
具体例を挙げてお話しさせていただきますと、例えば、親が亡くなったときの相続による
不動産名義変更手続き（不動産名義変更手続きは、日本国内における厳格な手続きの代表
格です）ついて、本来必要となる書類は、亡くなった方の戸籍・除籍謄本、除票の他、相
続人全員の署名及び実印を押印した遺産分割協議書、相続人の住民票や印鑑証明書等を法
務局に提出する必要があります。しかし、先にお話ししたように日本在住時は当たり前の
ように近所の役所で取得できた住民票や印鑑証明書その他公的証明書が取得できなくなる
ので、それらに代わる書類を提出しなければならなくなります。
まず、住民票に代わるものとしては、海外に所在する日本領事館等が発行する「在留証明
書」、あるいは現地の公証人が証明した書類（「居住証明書」、「陳述書」、「宣誓供述書」な
どと呼び方が国によって異なります。）が必要となります。また、その発行を受けるために
は、パスポート以外にも住所が確認できる書類（滞在許可証、運転免許証、納税証明書な
ど）
、滞在時期や期間が確認できる書類（賃貸借契約書、公共料金の請求書など）が必要と
なり、さらに本籍地を記載する場合には戸籍謄本が必要になるなど、発行を受けるだけで
も様々な書類を準備する必要があります。
一方、印鑑証明書に代わるものとしては、同様に海外に所在する日本領事館等が発行する
『サイン（署名）・拇印証明書』、あるいは現地の公証人がサイン・拇印を証明した書類が
必要となります。また、その発行を受けるには、パスポートとともに、遺産分割協議書な
どサイン・拇印をする書類を同時に持参し、それら書類に上記証明書を合綴してもらう必
要があるので、特に注意が必要です（つまり、法務局提出の場合、サイン・拇印証明書単
体では手続きに利用できない。
）
。
このように、赴任する国により取得できる書類の名称や申請様式、また、その発行を受け
るために準備する書類も違ってまいりますので、せっかく取りに行ったのに書類の不備で
取得ができなかった、またはようやく取得できた書類が日本国内における手続きに利用で
きずに無駄になってしまった、というようなことがないように、日本のご家族から必要書
類を求められたときには、予めどのような手続きに利用するのか（手続内容）、その提出先

（役所、法務局、銀行、証券会社、保険会社など）
、さらに、求められる形式等を十分確認
されたうえで取得しましょう。
【相続関係専門の司法書士】
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【
「フィリピン投資環境セミナー」～第 50 回アジア開発銀行（ADB）年次総会 横浜開催記
念～ 12/2】
このたび、横浜銀行・浜銀総合研究所・横浜商工会議所・国際協力銀行・国際協力機構は、
「第 50 回アジア開発銀行（ADB）年次総会【横浜開催】」にともなう記念セミナーとして「フ
ィリピン投資環境セミナー」を開催します。
アジア開発銀行（ADB）本部がフィリピンのマニラにあり、フィリピンの人口は約 1 億人で
若年層が多く魅力のあるマーケットであることから、本セミナーでは多彩な講師を招き、
フィリピンの政治・経済・金融動向や海外展開の支援策に関する情報をお伝えします。
フィリピンへの業務展開を検討されている企業の皆さまに有益な内容となっていますので、
ぜひご参加ください。
◆日時：平成 28 年 12 月 2 日（金）15：00～17：10（受付開始 14:30）
◆会場：横浜シンポジア
（横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 9 階）
◆定員：150 名（先着順、定員となり次第締め切りとさせていただきます。
）
◆参加費：無料
◆内容：
第 1 部 フィリピンにおけるビジネス環境について
①フィリピン投資環境の概要と最近の変化/
国際協力銀行 マニラ駐在員事務所 首席駐在員 馬場 正剛 氏
②フィリピンの金融情勢と支援体制について/
メトロポリタン銀行 東京支店 支店長 兼 在日代表 片倉 憲一 氏
第 2 部 フィリピンにおける展開支援について
①横浜市における支援策の紹介/
横浜市 国際局 国際協力部 国際協力課 国際技術協力担当課長 奥野 雅量 氏
②国際協力機構における支援策の紹介/

国際協力機構 横浜国際センター 総務課 課長補佐 広瀬 恵美 氏
③横浜市・国際協力機構の支援策の活用事例について/
萬世リサイクルシステムズ 専務取締役 小西 武史 氏
◆共催：横浜銀行、浜銀総合研究所、横浜商工会議所、国際協力銀行、国際協力機構
◆後援：横浜市、公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）、メトロポリタン銀行
↓詳細・お申し込みはこちら
https://www.yokohama-ri.co.jp/html/overseas/pdf/se161202.pdf
＜お問い合わせ＞
浜銀総合研究所
海外ビジネス支援部 セミナー担当
TEL：045-225-2391
FAX：045-225-2196
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー開催のお知らせ～
【
「ハラルビジネスセミナー」～第 50 回アジア開発銀行（ADB）年次総会 横浜開催記念～
12/19】
このたび、横浜銀行・浜銀総合研究所・横浜商工会議所・国際協力機構は、
「第 50 回アジ
ア開発銀行（ADB）年次総会

横浜開催」にともなう記念セミナー「ハラルビジネスセミ

ナー」を開催します。
2015 年度の訪日外客数は、前年度対比 45.6％増の 2,135 万人と 2,000 万人の大台を超え、
今後、2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年東京オリンピック・パラリンピック等の開
催を控え、ますます増加が見込まれます。
また、イスラム教徒の多いマレーシアやインドネシア等からの来日も増加しており、ハラ
ル対応が注目されています。
今回はハラルビジネスに精通した方々を講師に迎え、ハラルの基礎知識から実務対応まで
幅広に取り上げます。ハラルビジネスへご興味のある企業のみなさまに有益な内容となっ
ておりますので、ぜひご参加くださいますようご案内申しあげます。
◆日時：平成 28 年 12 月 19 日（月）15：00～17：00（受付開始 14:30）

◆会場：YBS 南幸ビル 8 階

大会議室

（横浜市西区南幸 2-15-20）
（
「横浜駅」西口から徒歩約 5 分）
◆定員：80 名（先着順、定員となり次第締め切りとさせていただきます。
）
◆参加費：無料
◆内容：
第 1 部 ハラルビジネスの基本について/
非営利一般社団法人 ハラル・ジャパン協会 代表理事

佐久間 朋宏 氏

第 2 部 横浜市のインバウンド対応について/
横浜市 文化観光局 観光 MICE 振興部 観光振興課 課長 吉田 雅彦 氏
◆共催：横浜銀行、浜銀総合研究所、横浜商工会議所、国際協力機構
◆後援：横浜市、公益財団法人横浜企業経営支援財団（IDEC）、国際機関日本アセアンセ
ンター
↓詳細・お申し込みはこちら
https://www.yokohama-ri.co.jp/html/overseas/pdf/se161219.pdf
＜お問い合わせ＞
浜銀総合研究所
海外ビジネス支援部 セミナー担当
TEL：045-225-2391
FAX：045-225-2196
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【
「中国編 アジアビジネス チャンス獲得セミナー」～個人消費分野、環境・省エネ分野
での稼ぎ方～ のご案内 12/8】
中国の巨大市場「個人消費分野」と「環境・省エネ分野」には、多くのビジネスチャンス
がある一方、成約に至るまでには多くの課題や留意点があります。
本セミナーでは、上記分野に精通した講師が、成約までの課題や留意点のうち、特徴的な
事例を現地の最新事情と共にご紹介します。

◆日時：平成 28 年 12 月 8 日（木） 14:00～16:00
※16:15～17:00 懇談会有り（要事前申し込み。定員 10 名）
◆会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
http://www.idec.or.jp/map.php
◆対象：中国上記分野のビジネスに関連のある横浜市内に事業所を有する企業
※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：無料
※懇親会参加者のみ 500 円を当日受付にて頂戴いたします。
※当日は、釣り銭のないようご協力くださいますようお願いいたします。
◆申込期限：平成 28 年 12 月 5 日（月）
◆定員：30 名（定員になり次第締め切らせていただきます。
）
◆内容：
【14:00～15:00】個人消費分野 株式会社 エフケイ・ジャパン 伊藤 淳悟 氏
テーマ 1「パートナー選びの際に陥りがちなケースとその対応策」
テーマ 2「中間層を狙え！中国でウケる商品と稼ぎ方の実例」
【15:00～16:00】環境・省エネ分野 テピア総合研究所 所長 高木 正勝 氏
テーマ 1 「今の中国が求める技術・製品とは？」
テーマ 2「成約に至るまでの勘所（予算規模の大きな話への対応、長期交渉の乗り切り方等）
」
【16:15～17:00】懇談会 ※要事前申し込み。定員 10 名
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=899
＜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～
【
「すぐに役立つ貿易実務講座」のご案内 1/13, 20, 27】
貿易実務初心者向けの講座です。

毎回実習を取り入れて、すぐに実践できる貿易実務を学びます。
★受講のメリット★
1.貿易のグローバルな環境と貿易手続きの流れを理解する。
2.貿易書類を作れるようになる。
3.契約書の内容を理解して契約書を作れるようになる。
◆日時：平成 29 年 1 月 13 日(金)、20 日(金)、27 日(金)の全 3 回 各回 14：00～17：00
※初回に交流会あり
◆会場：横浜企業経営支援財団 大会議室
http://www.idec.or.jp/map.php
◆参加費：横浜市内企業 10,000 円、その他企業 20,000 円 （全 3 回／事前銀行振込）
◆定員：30 名
◆内容：
第 1 回 「貿易のグローバルな環境と手続きの流れ、見積書作成まで」
第 2 回 「見積書作成から契約書作成」
第 3 回 「海外への出荷 通関・船積・代金回収」
◆主催：（公財）横浜企業経営支援財団、横浜商工会議所、日本貿易振興機構(ジェトロ)横
浜貿易情報センター、横浜市経済局
↓詳細・お申し込みはこちら
http://www.idec.or.jp/?k=9e2I
＜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
■□■------------------------------------------------------------------------------

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