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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．---------------------------------------------------------------------■□■
＜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Ⅶ 開催のお知らせ

4/28】

経済のグローバル化の進展や少子高齢化に伴う国内市場の縮小により、中小企業を取り巻
く経営環境は厳しさを増しており、豊かな資源と多くの人口を背景とした巨大市場を擁す
るアジアをはじめとする海外市場の成長を取り込んでいくことが、中小企業にとって喫緊
の課題になっています。こうした状況のなか、これから海外展開を始めてみようとする中
小企業の皆さまを対象に、本セミナーを開催します。
事業の海外展開にご関心のある中小企業の皆さまのご参加をお待ちしています。

◆日時：平成 29 年 4 月 28 日（金）14：00～16：00
◆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「日本企業の海外事業展開への取り組み状況について～「2016 年度 日本企業

の海外展開に関するアンケート調査（ジェトロ海外ビジネス調査）」結果から～」
ジェトロ海外調査部 国際経済課 課長代理 米山 洋 氏
2

事例報告(1)「百年企業を目指すためのグローバル化」
昭和精工㈱ 代表取締役 木田 成人 氏

3

事例報告(2)「汚泥脱水機「ヴァルート」の海外展開 ～日本発の汚泥脱水機を世界へ～」

アムコン(株) ヴァルート事業部 販売管理本部 海外営業グループ チームリーダー 斎藤
健一 氏
4

主催団体等の事業紹介

◆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（先着順）
◆参加費：無料
◆申込締切：平成 29 年 4 月 21 日（金）
◆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/event/seminar/2017/0330001205.html
＜お問い合わせ＞
横浜商工会議所 国際部
TEL：045-671-7406
FAX：045-671-7410
■□■-----------------------------------------------------------------------------2．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～海外展開支援 公募情報～
【「横浜市中小企業海外市場開拓支援事業」29 年度支援対象企業募集のお知らせ

4/3～

10/31】
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 29 年度の支援対象企業を 20 社程度募集します。
[募集の概要]
◆募集期間：平成 29 年 4 月 3 日（月）～10 月 31 日（火） 17：00
◆支援企業数：20 社程度
◆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（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
■□■-----------------------------------------------------------------------------3．---------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～海外出展助成 申請情報～
【
「横浜市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、かつ申請時に助成対象者に該当する企業
※助成対象者等の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：
20 万円（ただし上記「中小企業海外市場開拓支援事業」29 年度支援対象企業は 30 万円）
◆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 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 29 年 12 月 28 日（木）
）
↓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
■□■------------------------------------------------------------------------------
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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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

