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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
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「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 より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【外国企業に関する規制・行政手続きが見直されました】
昨年 12 月 22 日、
「対日直接投資推進会議 規制・行政手続見直しワーキング・グルー
プ」が外国企業の本邦における投資活動や事業活動に関して、煩雑さが指摘されている規
制・行政手続の見直しについて実施することとした取組を緊急報告として発表しました。具
体的には次のようなものです。
１． 法人設立・登記関係
● 外国企業が、日本国内で銀行口座を開設しなくても、出資金の払込証明を作成し、
子会社を設立できるよう、
① 出資金払込口座の名義人の範囲を拡大します。
具体的には、外国企業が出資金払込みに利用できる口座の名義人について、発
起人や設立時代表取締役のほか、
「発起人の依頼を受けた者」を追加しました。
② 払込先の金融機関を拡充します。
具体的には、邦銀の海外支店の口座も対象となります。
● 登記手続きなどで必要となるサイン証明について、本人の国籍国、日本（国籍国領

事）に加えて
① 本人の現在の居住地国においても取得可能となります。
② 日本における領事がサイン証明書を発行していない場合、日本の公証人の作成
したものでもよいこととする方向で検討しています。
● 法人設立後の銀行口座開設が円滑に進むよう、メガバンクに対して体制の整備を要
請しました。
２． 在留資格関係
● 在留資格に関する手続きを窓口に出向かなくても行えるように、オンライン化を
2018 年度より開始できるよう準備を進めます。
● 手続きに要する期間の見通しが立てやすくなるように、所要期間の実績データの公
表、進捗状況をオンラインで確認できる仕組みの導入について検討しています。
● 高度外国人材の受入れを促進するため、「日本版高度外国人材グリーンカード」の
創設や家事使用人の受入れ要件の見直し（高度外国人材と同時期の入国という要件
から入国後でも呼び寄せられるようにする）を検討しています。
３． 外国語での情報発信
● e-Tax の操作マニュアル、申告書や通知書の説明、社会保険の手引きなど事業活動
や生活に関してニーズの高い情報の外国語での発信を強化します。
● JETRO のウェブサイトを各省庁の外国語情報に関するポータルサイトとします。
上記以外にも、行政手続きのワンストップ化や外国語の提出書類の日本語への翻訳を省
略するなど外国企業が本邦へ進出及び事業活動を展開しやすいように様々な検討がなされ
ています。外資系企業にとっては良いニュースですね。
【外資系企業の日本進出をサポートしている税理士】
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー・交流会開催のお知らせ～
【
「YOKOHAMA 外資系企業交流会」 3/23】
横浜市には政令指定都市で最も多い 180 社以上の外資系企業が立地しています。
このたび、外資系企業様にとってビジネスのしやすい街となることを目指し、
外資系企業交流会を開催いたします。外資系企業の皆さまの交流を通じて、
ビジネスにも有益な場となればと考えております。皆さまのご参加をお待ちしています。

◆日時：平成 29 年 3 月 23 日（木）17:00～19:30（16:30 開場）
◆会場：崎陽軒本店 4 階ダイナスティー
（横浜市西区高島 2-13-12）
（横浜駅東口から徒歩 2 分）
◆定員：50 名（横浜市内を中心とした外資系企業の役員様・社員様）
◆参加費：無料
◆申込：下記 URL 掲載の参加申込用紙に必要事項を記入の上、FAX 又は E-mail にてお申
込みください。
（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
◆内容：
第一部：セミナー（17:00～18:30）
・講演「ニッサン・インテリジェント・モビリティ」
日産自動車株式会社 渉外部シニアエンジニア 三崎 匡美氏
・講演「世界的急成長を遂げたアトラシアンが横浜を選んだ理由」
アトラシアン株式会社 代表取締役社長 スチュアート ハリントン氏
第二部：交流会（18:30～19:30）
（軽食をご用意しております。
）
◆主催：横浜市経済局
開催に関する詳細、応募用紙は下記 URL よりアクセス頂けます。
http://www.ywbc.org/docs/20170209-kouryukai-leaflet.pdf
（PDF ファイルとなります。
）
ご参加をご希望の方は、
・貴社名：
・部署・役職：
・ご参加者氏名：
・TEL：
・E-mail：
をご記入の上、こちらのメールマガジンに直接ご返送頂いてもご応募頂けます。
定員になり次第、応募を締め切らせて頂きますので、ご了承下さい。
＜お問い合わせ＞
横浜ワールドビジネスサポートセンター
TEL: 045-222-2030
FAX: 045-222-2088
E-mail: open@ywbc.org

■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～セミナー・交流会開催のお知らせ～
【
「第 18 回

Y-PORT ワークショップ」のご案内（参加者募集） 3/7】

先般、ベトナム国ダナン市、フィリピン国メトロセブ、カガヤン・デ・オロ市において、横
浜市内企業の技術・製品の活⽤に向けた企業合同調査を実施いたしました。本調査には、多
くの日本企業（ダナン 12 社、メトロセブ 14 社、カガヤン・デ・オロ 8 社）およびメトロ
セブにおいては現地の公民両セクターから約 60 名が参加され、案件形成に向けた対話をし
ていただきました。今回のワークショップでは、複数の参加企業に登壇いただき、合同調査
の結果の報告や、調査についての所感等もお話しいただく予定です。調査現場からの生の声
を踏まえ、より多くの企業の参加や、案件のビジネス化、今後の他都市への展開に向けて、
皆様と意見交換させていただきます。
また、市内企業、
（公財）地球環境戦略研究機関（IGES）、シティネット横浜プロジェクト
オフィス、本市から成る「Y-PORT センター」の取組についても、ご紹介させていただきま
す。今後、より多くの企業の皆さまと連携して取り組んでいくため、平成 29 年度横浜市予
算案においてセンター機能強化の予算を計上いたしました。具体的には、海外インフラビジ
ネスの専門家の配置や、公民連携による共同オフィスの開設などを予定しています。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
◆日時：平成 29 年 3 月 7 日（火）14:00～16:30（13:45 開場）
◆場所：関内新井ホール
（横浜市中区尾上町 1-8 関内新井ビル 11 階）
（関内駅（JR、市営地下鉄）徒歩 5 分程度、みなとみらい線日本大通り駅徒歩 8 分程度）
◆内容：
1「仮）ダナン、メトロセブ、カガヤン・デ・オロでの合同調査の結果報告、今後の展開に
ついて」
・合同調査参加企業
・平成 28 年度検討業務受託業者

みずほ情報総研株式会社

・横浜市国際局
2「仮）Y-PORT センターの取組と機能強化について」
・横浜市国際局
◆定員：80 名程度（事前申込制）
◆参加費：無料

↓詳細・お申込み方法はこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/kokusai/yport/yportworkshop.html
または、
「YPORT」で検索
＜お問い合わせ＞
横浜市国際局国際協力課
TEL：045-671-4393
FAX：045-664-7145
Email：ki-yport@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜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。
■貿易実務相談会 平成 29 年 3 月 7 日（火）専門家：柳田 敏明 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=928
■中国相談会 平成 29 年 3 月 10 日（金）専門家：吉崎 猛 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=941
■中国相談会 平成 29 年 3 月 14 日（火）専門家：木村 行裕 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=940
■ミャンマー･カンボジア相談会 平成 29 年 3 月 15 日（水）専門家：東 真奈美 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=948
■海外進出(FS)相談会 平成 29 年 3 月 28 日（火）専門家：辻 聡司 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=952
■ベトナム相談会 平成 29 年 3 月 29 日（水）専門家：武田 悠貴彦 氏
http://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=949

※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）
（関内駅（JR、市営地下鉄）
、みなとみらい線馬車道駅徒歩 5 分）
◆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
E-mail：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------8．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【<アリババ（阿里巴巴）への出品>「越境 EC 販路拡大セミナー」のご案内 3/17】
中国向け越境 EC＋訪日客リピート獲得の必勝モデル！
中国における越境 EC 市場は、近年驚異的に拡大しており、アリババでは 2016 年の同社の
ネット通販の総取引額 3 兆 900 億元から、2020 年までに約 6 兆元（約 95 兆 3,300 億円）
へ倍増するとしています。
本セミナーでは、2016 年４月に立ち上がったアリババの買い取りスキーム
「TmallChoice」への商品提案手法を事例を交えて紹介する他、特別区を利用した保税スキ
ームの活用例など、輸出実績の無い企業でも中国市場向けの販路拡大が可能なシステムに
ついてご紹介します。
今後成長が期待できる中国の個人消費と、訪日客需要を EC 活用で取込む最適な手法や、越
境 EC 物流の最新事例をお見逃しなく！
◆日時：平成 29 年 3 月 17 日（金）14:00～16:00
◆会場：横浜企業経営支援財団（IDEC)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）

◆参加費：無料
◆プログラム：
・14：00～14：30「 中国越境 EC の現状と中小企業の参入」
IDEC 上海事務所副所長 岩田 健氏
・14：30～15：20 「<アリババへの出品>中国越境 EC 事業参入」
(株)生産者直売のれん会 代表取締役社長 黒川 健太氏
・15：20～15：45 「中国向けＥＣ成功の鍵は越境物流にアリ」
(株)アルプス物流 国際物流部 志村 岩男氏
・15：45～ 質疑応答
※セミナー修了後、講演者との名刺交換・個別相談も可能です。
◆主催：公益財団法人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=953
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------9．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～ジェトロ横浜よりお知らせ～
【海外展開セミナー～EPA を活用し、チャンスを生かす～ のご案内 3/6】
日本は現在、15 の国・地域と経済連携協定（EPA）を締結しています。
本セミナーでは、今後ますます拡大が見込まれる EPA の利点や活用方法を、TPP を例にと
り分かりやすく紹介します。これから EPA の利用を検討されている方、将来の TPP 活用
に向けて理解を深めたい方、ぜひこの機会に受講いただき、貴社のビジネス戦略にご活用く
ださい。
◆日時：平成 29 年 3 月 6 日（月）14：00～16：30 （受付 13：30～）
◆会場：相模原市立産業会館 4F 特別会議室

(相模原市中央区中央 3-12-1)
◆定員：50 名 (先着順)
◆参加費：無料
◆プログラム：
1「EPA の概要と活用術について～TPP を例に～」
「特恵関税の活用について(関税・原産地規則)』について
日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 上席主任調査研究員 長島 忠之氏
2「新輸出大国コンソーシアム事業のご紹介」
ジェトロ横浜
3「日本貿易保険（NEXI）の事業紹介」
(独法)日本貿易保険
※質疑応答後、個別貿易相談を行いますので、ご希望の方は、ご利用ください。
◆申込：FAX または HP よりお申込ください。
◆主催：公益財団法人相模原市産業振興財団
◆共催：ジェトロ横浜、
（公財）相模原市産業振興財団
＜お申込み・お問い合わせ＞
公益財団法人相模原市産業振興財団
担当：中村、村井、森田
Tel：:042-759-5600
E-mail：monodukuri@ssz.or.jp
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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
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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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