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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～
【世界の注目国・地域セミナー・シリーズ I【韓国】 ～文在寅政権下の政治経済社会情勢
～ 開催のお知らせ 8/4】
朴槿恵・前大統領の弾劾・罷免を受け、5 月 9 日の大統領選挙当選直後からスタートした文
在寅政権。
十分な準備なく国政運営をしてきましたが、閣僚人事もほぼ出揃い、米韓・日韓首脳会談
に臨むなど、文政権の姿が明らかになってきました。内政及び外交安全保障を中心に、経
済・貿易並びに社会情勢の現状と今後を踏まえ、文在寅政権の抱える課題と取組を検討し、
今後を展望します。

◆日時：平成 29 年 8 月 4 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）

◆講師：慶應義塾大学 法学部政治学科 教授
東アジア研究所 現代韓国研究センター長

西野 純也 氏

◆対象：韓国情勢に興味がある方
韓国とのビジネスを検討している方
◆定員：100 名（定員になり次第締切り）
◆参加費：無料
◆申込締切：平成 29 年 7 月 28 日（金）
◆主催：横浜商工会議所、ジェトロ横浜、横浜市経済局
↓詳細はこちら
http://www.yokohama-cci.or.jp/event/seminar/2017/0705001354.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
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＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【
【NEW!!第 2 回募集開始！

海外進出支援企業募集のお知らせ～市内中小企業の海外現地

法人設立のための、事業化可能性調査（F/S）を支援します！】
IDEC は、海外拠点設立等の事業化可能性調査（F/S）調査の支援（最大 75 万円）を行う
ため、3 年以内に海外拠点設立の計画を持つ市内中小企業を募集します。
国際ビジネスに精通した専門家（横浜ビジネスエキスパート）が、国内での予備調査と海
外現地調査をサポートします。貴社が検討する海外事業の実現可能性や採算性について、
客観的な経営判断をするための調査を行い、海外進出を円滑に進められるようにお手伝い
します。
↓詳細は、下記をご参照ください。

http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20170707170000.php
募集概要
◆募集期間：平成 29 年 7 月 8 日（土）～8 月 7 日（月）
◆対象事業：3 年以内に下記の海外現地法人を設立するための計画
（1）工場等の生産拠点
（2）営業、販売拠点
（3）サービス、メンテナンス拠点
（4）調達拠点
※駐在員事務所は対象となりません。
◆提出書類：海外進出支援申込書
◆支援内容：
（1）海外進出計画策定支援（最大 25 万円）
横浜ビジネスエキスパートを、国内予備調査、海外現地調査のために派遣し、
貴社の海外進出計画策定支援をおこないます。IDEC がエキスパート派遣経費
を負担します。
（2）F/S 調査経費の助成（最大 50 万円）
F/S 調査にかかる事業経費について、2/3 を助成します。
海外旅費、宿泊費、現地交通費、通訳費、資料翻訳等の経費について、
2/3（最大 50 万円）の助成金を交付します。
◆支援企業：数社程度
◆応募方法：
こちら（ http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20170707170000.php ）
から募集要項等をご確認の上、海外進出支援申込書を提出してください。
事業化可能性調査経費の助成については、専門家による事前ヒアリング（1 回以上）を受け
た後、別途助成金申請を行い、審査会の選考を受ける必要があります。
助成金締切間際でのお申込は、助成金申請に間に合わない場合がありますのでご注意くだ
さい。
詳細については、下記にお問い合わせください。
＜お問い合わせ＞
（公財）横浜企業経営支援財団
国際ビジネス支援担当
Tel：045-225-3730
E-Mail：global@idec.or.jp
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＜横浜市より＞ ～セミナー・交流会開催のお知らせ～
【
「第 21 回 Y-PORT ワークショップ」のご案内（参加者募集） 7 月 25 日開催】
今回は、タイ・エネルギー省エネルギー政策企画局長及びタイの GDP の 10％を生み出す
工業団地を開発・運営するアマタ社 CEO をお迎えし、タイ国内のスマート化や大規模な工
業団地をまるごとスマート化するというアマタ社のビジョンについてお話しいただきます。
タイの政府高官や企業のトップから直接お話しいただく大変貴重な機会となっております
ので、多くの企業の皆様の参加をお待ちしております。
◆日時：平成 29 年 7 月 25 日（火）13:30～16:00（13:00 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）から徒歩 5 分程度／日本大通り駅（みなとみらい線）から徒
歩 8 分程度）
◆内容：
1

「
（仮）タイ国における都市のスマート化の取組と、横浜への期待について」

・タイ・エネルギー省 エネルギー政策企画局長 Twarath Sutabutr 氏
2

「
（仮）アマタ社が目指す工業団地のスマート化の取組と、横浜への期待について」

・アマタ社 CEO

Vikrom Kromadit 氏

◆定員：150 名程度（事前申込制、先着順）
◆費用：無料
◆申込締切：平成 29 年 7 月 20 日（木）
（予定）
↓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：045-671-4712
FAX：045-664-7145
Email：ki-yport@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。
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