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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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＜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
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）

真奈美氏）

↓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/
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＜広報協力＞ ～駐日ブルキナファソ大使館よりお知らせ～
【ブルキナファソ ナショナルデー記念プログラム 2016 in 横浜 12/11 記念式典】
12 月 1 日（木）から 27 日（火）までの間、横浜で、
「ブルキナファソ ナショナルデー記念プロ
グラム 2016 in 横浜」が開催されています。
ブルキナファソでは、「エネルギー」や「鉱山」分野での取組が進められており、「バイオマス」
「再生可能エネルギー」
「鉱山開発」でのビジネス・投資機会が注目されています。
12 月 11 日（日）に行われる記念式典（入場無料・事前申込不要）では、こうしたビジネス面に
ついても特命全権大使による講演会が予定されていますので、市内企業の皆様も是非ご参加くだ
さい。
＜ブルキナファソ ナショナルデー記念式典＞（入場無料・事前申込不要）
◆日時：平成 28 年 12 月 11 日（日） 13：00～16：30
◆会場：JICA 横浜国際センター B1 階 体育館
（横浜市中区新港 2-3-1 JR 桜木町駅、みなとみらい線馬車道駅下車）
https://www.jica.go.jp/yokohama/office/access.html
◆概要：
フランソワ・ウビダ ブルキナファソ特命全権大使 講演会
アフリカ音楽演奏・ファッションショー
星槎中学校・高等学校（旭区）生徒によるブルキナファソの歌の合唱
ブルキナファソ民芸品販売 ほか
＜ブルキナファソ ナショナルデー記念プログラム（全体）＞
◆日時：平成 28 年 12 月 1 日（木）～27 日（火）
◆場所：JICA 横浜国際センター（同上）
◆概要：
【展覧会】ブルキナファソ民芸品及び写真展（入場無料・事前申込不要）
JICA 横浜国際センター 3 階 展示室
12 月 1 日（木）～27 日（火） 10:00～18:00
【食文化紹介】ブルキナファソ料理が期間限定で楽しめます（有料）
JICA 横浜国際センター 3 階 ポートテラスカフェ
12 月 5 日（月）～25 日（日）11:30～14:00
（ランチのみ、ラストオーダー13：30）
◆主催：駐日ブルキナファソ大使館
◆共催：横浜市
◆協力：JICA 横浜国際センター、在日ブルキナべ協会、Increase Corporation
＜お問い合わせ＞
（横浜とアフリカのつながりについて）
横浜市国際局国際連携課
Tel 045-671-3813

（ナショナルデー記念式典・展覧会について）
駐日ブルキナファソ大使館
Tel 03-3485-1930
（食文化紹介について）
JICA 横浜総務課
Tel 045-663-3252
■□■------------------------------------------------------------------------------
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WBC のサービスご案内
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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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