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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～
【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
■□■-----------------------------------------------------------------------------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 国際ビジネス課 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」～
【日本の海水浴文化】
8 月も残り僅かとなり、とても暑かった夏も段々と秋に向かおうとしております。皆さま
におかれましては、今年は海水浴に行かれましたでしょうか？
そもそも海水浴文化は世界の様々な国でもありますが、日本では 19 世紀後半から湯治の
ような健康増進目的で奨励されて始まり、当時は海水に浸かったり上がったりを繰り返す
のみだったようです。その後、レジャーとしての意味合いが強くなり、海水浴場が全国各地
で開設されていきました。諸説ありますが、神奈川県の大磯海水浴場が明治 18 年に初代軍
医総監 松本順氏によって開設された日本で最初の海水浴場とのことです。
（大磯町役場 HP
による）
この海水浴場にはこの時期限定の海の家が各所で建ち並びます。もともとの海の家は縁
台を置いたよしずと長のれんを掛けた茶屋であったり、衣類の一時預かり所として設けら
れていましたが、しだいに多目的化していき、今では飲食や更衣休憩のみだけでなく、アミ
ューズメント化している所も見られています。
海の家は誰でも自由に建てられるというわけではなく、建てるためには相応の手続きや
権利が必要になります。一見気楽そうな建物でも、実は一般的な建築手続きと同じくらい、
もしくはそれ以上に複雑な手続きを経て建てられています。原則として海岸に恒久的な建
物を建てることは国土保全や防災への配慮から海岸法により許可されていませんが、海の
家はその例外として扱われています。この占用許可はこれまで慣習的に海の家を経営して
きて維持してきた組合に発行されることになります。したがいまして、海の家の設置希望者
は組合に加入して組合員になり、占有権を譲り受けるか、借用することではじめて海の家を
設置することが出来ます。神奈川県の場合、海岸保全区域に該当する海水浴場では、海の家
の申請手続きは組合単位とされていて、さらに海岸を占用できる総面積も従前までの範囲
内に限定して許可されるので、新たに占用面積を増やすことはかなり難しいと思います。
海の家に関連する法令としては、海岸法、漁港漁場整備法、港湾法、建築基準法、都市計
画法、消防法、景観法、食品衛生法、風致地区条例などがあり、それぞれ申請書類等を提出

して許可を受けることになります。通常、7 月初旬頃から海開きが始まりますが、これに合
わせて 6 月初旬から海の家の工事が始まります。これらの各手続きを円滑に進めるには、
毎年 3 月頃から打合せを行い、設計書類等を作成していきます。実は毎年、まだコートを着
ている寒い時期から海の家の作業が始まっているのです。
【仮設建築物の申請を多く扱う一級建築士】
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．-------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞ ～YOKOHAMA 外資系企業ネットワーキング 2018 のお知らせ～
【外資系企業×留学生 JOB MATCHING FAIR

9/19】

日頃より横浜ワールドビジネスサポートセンター（WBC）を含め、横浜市の取組にご協力
をいただき厚くお礼申し上げます。
このたび、横浜市では外資系企業と留学生のネットワーキングイベント『外資系企業×留
学生 JOB MATCHING FAIR』を開催いたします。
今回のネットワークイベントではさまざまな国籍の人材を雇用し、ファクトリーオート
メーションの分野で最先端を行く B&R 株式会社様より講演をいただきます。
また、留学生 OG・OB によりパネルディスカッションなど就職活動を行う外国人留学
生の率直な意見をお届けする予定です。第二部では、参加企業様のブースをそれぞれ設
け、横浜市内の留学生と採用(就職)のためのマッチング面談会の時間を設けております。
皆様のご参加をお待ちしております。

◆日時： 平成 30 年 9 月 19 日（水）15 時～17 時 15 分（開場 14 時 30 分）
◆会場： TKP ガーデンシティ横浜 6 階 ホール 6J
◆定員：

5 社程度（ 横浜市内を中心とした "外資系企業" ）
※定員に達し次第、応募を締め切らせていただきます。

参加費： 無料
◆内容： イベントの詳細・お申込みのご案内は、こちらをご覧ください。
http://www.ywbc.org/pdf_mm/20180919-YWBC-vol1-NW-leaflet.pdf

◆主催： 横浜市経済局
＜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．---------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～ジェトロ横浜よりお知らせ～
【ベトナム（ホーチミン・ハイフォン・ハノイ）市場環境視察ミッション 2018】
経済成長著しいベトナムの市場環境を視察し、今後のビジネスの可能性を探る機会とする
ため視察ミッション団を派遣します。
日系企業の工業団地への視察を通して、現地のインフラ環境や進出日系企業の現状の知見
を深めるとともに、ローカル企業との情報交換会や経済セミナー・ビジネス交流会も予定し
ています。
ベトナムへの進出にご関心をお持ちの企業様はぜひ、ご参加ください。
◆日時：平成 30 年 11 月 13 日（火）～11 月 17 日（土）
◆申込締切：平成 30 年 9 月 28 日（金）
↓詳細・お申し込み方法はこちら
https://www.jetro.go.jp/events/yok/5eb04a1acda3ed01.html
＜お問い合わせ＞
ジェトロ横浜貿易情報センター
担当：古城、蔵田
TEL：045-222-3901

FAX：045-662-4980

E-mail：yok@jetro.go.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 2-6-2
TEL: 03-6734-1270 FAX: 03-6734-1274
http://www.pasona-global.com/

事業委託者：

横浜市経済局 国際ビジネス課
〒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/
(c); 株式会社パソナ 無断転載を禁じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

