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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．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～

「テクニカ

【YOKOHAMA

外資系企業ネットワーキング 〜企業の国際化は外国人材の採用から〜開催

報告】
YOKOHAMA 外資系企業ネットワーキング 〜企業の国際化は外国人材の採用から〜を 1 月 16
日に開催いたしました。活発な議論が交わされる交流会となり、外国人材の採用について
ボッシュ株式会社様がご登壇された他、留学生の現状について横浜国立大学・横浜市立大
学のご担当者の方々からもご講演を頂きました。当日の様子につきましては、下記の URL
をご覧下さい。
https://www.facebook.com/YokohamaWBC/posts/1818226004885307（英語）
■□■-----------------------------------------------------------------------------2．----------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC 事務局より＞ ～お知らせ～
【WBC ホームページを更新しました】
英語版のメールマガジンの配信を開始しました。英語版の記事でしかご覧になれない内容
もございますので、ぜひ以下の PDF 版をご覧下さい。また、今後も英語でメールマガジン
配信をご希望される方は、(mmq@ywbc.org)までご連絡下さい。
↓バックナンバーvol.1 はこちらから
http://www.ywbc.org/docs/en_mailmagazine_1201.pdf
↓バックナンバーvol.2 はこちらから
http://www.ywbc.org/docs/en_mailmagazine_1228.pdf
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
■□■-----------------------------------------------------------------------------3．---------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-------------------------------------------------------------------------------4．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜WBC より＞ ～コラム「世界のあれこれ」～
【新サービス活用のメリット・デメリット】
今回は、平成 29 年 5 月 29 日より開始された相続手続きを簡素化できる新しいサービス
「法定相続情報証明制度」について、お話させていただきたいと思います。

私が所属する司法事務所では本制度が開始されると同時に利用してまいりました。
制度開始にあたっては、社会全体に普及するのか否か、また使い勝手の良し悪しなど様々
な憶測が叫ばれておりましたが、半年が経過し徐々に浸透してきているように感じており
ます。
まだご存じのない皆さまのために、この制度を簡単に説明させていただきます。
これまでは、相続手続きをする際に、例えば法務局における不動産や銀行等金融機関に
おける手続きなどを同時に複数の窓口で進めようとする場合、被相続人の出生から死亡に
至るまでの除籍（若しくは改製原戸籍）
、相続人の現戸籍など戸籍等関係書類一式を、手続
きする窓口の数だけ準備する必要があり、費用や準備の手間、また書類審査に多くの時間
がかかっていました。
本制度はそういった問題点を解消するためにできた制度であり、具体的には下記のよう
な手順を踏むことで余分な費用や準備の手間などが少なくて済むようになります。
（１） 市（区）役所で戸籍等関係書類一式を 1 セット取得します。
（２） 取得した戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を作成します。
（３） 作成した「法定相続情報一覧図」法務局に提出すると、「法定相続情報証明書」
が発行してもらえます。
（手数料は無料）
。
この証明書が戸籍等関係書類一式の代わりになりますので、これまでのように窓口ご
とにいちいち戸籍等関係書類一式を提出する必要がなくなり、相続人・窓口双方にメリ
ットがあるというわけです。
そして、この証明書は複数枚数を交付してもらえますので、手続きが必要な窓口が複
数ある時や速やかに手続きを進めたい場合に大変便利です。
確かに、これまで述べたようなメリットもありますが、デメリットもあります。気を付
けなければいけないことは、相続人にとって劇的に労力が軽減されるわけではないことで
す。
といいますのも、相続人は少なくとも戸籍等関係書類一式は取得する必要があり、取得
する手間は残ってしまうこと、また、証明書をもらうためには、法定相続情報一覧図とい
うものを作成し法務局で証明手続きを受ける必要があるということです。
私が所属する司法事務所に相続手続のご相談をいただくお客様からも「自分で戸籍を集
めてみようとしたけれど戸籍等の読み方がわからなかった、旧字体が使われているなど読
みにくかった、相続関係が複雑なためどのように戸籍をたどっていいかがわからなくて大
変だった」という声がよく聞かれます。また、平日に仕事が休めず法務局に行けないとい

う方も多くいらっしゃいます。
どのような制度にも一長一短があり、完璧なものはありません。
手続きが簡便になるという自分にメリットがある言葉だけを鵜呑みにし、制度が開始さ
れたからといって何でも利用しようとすると、かえって手続きが煩雑化するなど時間や労
力がかかる場合があります。
これからも社会の変化に応じ、新しい制度がどんどん開始されると思いますが、そのこ
とを胸に留めながら、制度をうまく活用してみる必要があるように思います。
【相続関係専門の司法書士】
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【タイ・ベトナムにおけるレンタル工場への進出支援～タイコン、KIZUNA

「テクニカ

ルショウヨコハマ 2018」出展のお知らせ～ 2/7～2/9】
IDEC 提携事業者であるタイコンと KIZUNA が「テクニカルショウヨコハマ 2018」IDEC
ブースに出展します。
担当者が最新の現地情報を提供しますので、お気軽にお立ち寄りください。
◆会期：平成 30 年 2 月 7 日(水)～9 日(金) 午前 10 時～午後 5 時
◆会場：パシフィコ横浜展示ホール A・B・C
↓タイコン ブース詳細はこちら
https://www.tech-yokohama.jp/exhibitor/18752/
↓KIZUNA ブース詳細はこちら
https://www.tech-yokohama.jp/exhibitor/18747/
■セミナーのご案内（会場２にて）
タイコン 2 月 7 日(水) 16:00～17:00
「タイ王国 EEC 政策と周辺の工業団地について」
KIZUNA 2 月 9 日(金） 11:00～11:50
「最新のベトナム投資環境情報と KIZUNA3 について」

↓レンタル工場進出支援 詳細はこちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/advance/index.php
＜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
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC よりお知らせ～
【2018 年度の為替相場見通しとグローバル経済の現況 2/9】
IDEC は、市内中小企業のステージに対応した支援を実施するために、三井住友銀行と締結
している業務提携に基づき「為替相場見通しとグローバル経済の現況」を解説するセミナ
ーを毎年開催しています。
米国では、連邦公開市場委員会（FOMC）で、半年ぶりに追加利上げを決定。好調な米国
経済の状況を受け、2018 年も年 3 回の利上げペースの見通しとなっています。
欧州では、ECB の金融緩和策や雇用環境の改善を背景とした個人消費の緩やかな回復が下
支えとなり、潜在成長率を上回るペースで推移。中国では、経済の減速が危惧されるもの
の、構造改革も進み、高めの成長が続いています。一方で、各国・地域でのテロ勃発等に
よる地政学リスクの高まりもあり、グローバル経済の不透明感が高まっています。
これらの世界情勢を踏まえ、2018 年度における主要通貨の為替動向や世界各地域の経済情
勢などについて、三井住友銀行エコノミストが解説します。皆様奮ってご参加ください。
◆日時：平成 30 年 2 月 9 日（金）13：30～16：00
◆会場：横浜情報文化センター 情文ホール
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
◆対象：海外ビジネスに関心のある企業
◆費用：無料
◆定員：100 人（定員になり次第締め切らせていただきます）
◆申込締切：平成 30 年 2 月 7 日
◆主催：
（公財）横浜企業経営支援財団（IDEC）、三井住友銀行

↓詳細・お申込みはこちら
http://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20180112131114.php
＜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
FAX：045-225-3737
E-mail：global@idec.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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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