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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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＜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 II

欧州

～Brexit(英国の EU 離脱)後の英国・

EU 経済と日本企業の対応～ 開催のお知らせ 10/6】
欧州経済が Brexit によって不透明感を増す中、欧州経済の最新情勢を知ることにより、今
後、日系企業はどう対応すべきかを見極めていくことが求められます。
本セミナーでは第 1 部に Brexit による英国・EU 経済や金融市場への影響などについて、
第 2 部では Brexit 交渉の争点と進捗状況、今後、日本企業が対応すべき課題やビジネスへ
の影響などについて、ご説明します。
◆日時：平成 29 年 10 月 6 日（金）13：30～15：30
◆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 9 階）
◆内容：
1 英選挙後の Brexit 情勢アップデート

・みずほ総合研究所 調査本部 欧米調査部/市場調査部 上席主任エコノミスト 吉田 健一
郎 氏
2 英国の EU 離脱交渉の争点と日本企業の課題
・日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外調査部 欧州ロシア CIS 課長 田中 晋 氏
◆参加費：無料
◆定員：150 名
◆申込締切：平成 29 年 9 月 29 日（金）
◆主催：横浜商工会議所、ジェトロ横浜、横浜市経済局
◆後援：横浜企業経営支援財団
↓お申し込みはこちら
http://www.yokohama-cci.or.jp/event/seminar/2017/0904001438.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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＜横浜市より＞ ～セミナー・交流会開催のお知らせ～
【
「第 22 回 Y-PORT ワークショップ」のご案内（参加者募集） 9/11】
現在、インドの人口は 13 億人を超え中国を追い抜く見込みとされており、年率 7％台の経
済成長を保っています。この成長著しいインドの活力を取り込み、市内経済の一層の活性
化につなげていくことが重要であるとの認識を踏まえ、今回のワークショップでは、JICA
（国際協力機構）インド事務所長をお迎えし、インドにおける JICA 業務の概観、ビジネス
環境改善に向けた取組、協力の事例等についてお話しいただきます。
また、横浜市では、市内企業のビジネス展開支援、インド企業の横浜誘致等を目的として、
平成 27 年 11 月に「横浜市ムンバイ事務所」を開所しており、前ムンバイ事務所長（本年 3
月まで）から同事務所の概要についてご紹介いたします。
インドに関するフレッシュな情報のご提供の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 9 月 11 日（月）14:00～16:15（13:45 開場）

◆場所：JICA 横浜 会議室 1
（横浜市中区新港 2-3-1 JICA 横浜 1 階）
（みなとみらい線馬車道駅徒歩 8 分程度、桜木町駅（JR、市営地下鉄ブルーライン）徒歩
15 分程度）
、関内駅（JR、市営地下鉄ブルーライン）徒歩 15 分程度）
◆内容：
1 「インドにおける JICA の役割と機能 －ビジネスリスク低減への示唆－（仮）」
・JICA インド事務所長 坂本 威午 氏
2 「横浜市ムンバイ事務所の紹介（仮）
」
・横浜市国際局国際連携課アジア大洋州担当課長

山本 忍 氏

◆定員：50 名程度（事前申込制）
◆費用：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：045-671-4712
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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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