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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．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市国際局より＞
【ウェビナー：第33回Y-PORTワークショップ】
＜テーマ＞カーボンニュートラルの実現に向けた都市間連携によるスマートシティ～コロナ時代の展望～
今回のワークショップでは、企業の皆様と取り組んでいるパッケージ型都市ソリューションの検討状況や、アジ
ア・スマートシティー会議及びSNS等を活用したビジネスマッチングツールをご紹介します。
【詳細・お申し込みはこちら↓↓↓】
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kokusaikoryu/yport/kigyo/yportworkshop.html
（URL をクリックしてもページが表示されない場合は、ブラウザーへのコピー＆ペーストをお試しください）
●日時と内容
12月2日（水）15：00～16:30
・パッケージ型都市ソリューション（廃棄物管理、スマートエネルギー、汚水・排水処理の3分野）の検討状況及
び市内企業等による海外インフラビジネス展開事例のご紹介
・アジア・スマートシティー会議及びSNS等を活用したビジネスマッチング機会のご紹介
●主催 横浜市国際局
■お問合せ先
横浜市国際局国際協力課
TEL: 045-221-1211又は045-671-4393 Email: ki-yport@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------2．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞
【新型コロナウイルス感染症に関する情報について】
横浜市 HP において、新型コロナウイルス感染症に関連する最新情報を更新掲載しています。
下の URL をご確認ください。

◎詳細はこちら
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/
同ページ内で、事業者様向けの国、県、市等の主な支援策について、
一覧にてお知らせしています。
◎事業者の皆様向け支援メニュー一覧
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/shien-jigyosha/

（URL をクリックしてもページが表示されない場合は、ブラウザーへのコピー＆ペーストをお試しください）
※最新の情報や、支援内容・対象者の詳細等については、各制度のホームページ又は
お問合せ先にてご確認ください。
■□■---------------------------------------------------------------------------3．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～ジェトロ横浜よりお知らせ～
【TPP11/日 EU・EPA 活用促進セミナー-特恵関税活用のメリットと原産地証明の手続き-】
●日時：2020 年 12 月 16 日(水) 14:00-16:00
●会場：横浜商工会議所 大会議室
(横浜市中区山下町 2 番地 産業貿易センタービル 8 階)
●定員：40 名(神奈川県内企業)
●参加費：無料
●申込締切：12 月 11 日(金)
◇詳細はこちらから
https://www.jetro.go.jp/events/yok/488c67bce3ae0309.html
■□■-----------------------------------------------------------4．----------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC 横浜よりお知らせ～
【海外展示商談会の出展費用を最大 20 万円助成します】
海外で開催される展示商談会への出展経費の一部を助成し、商談機会の増加を通じ、市内企業による海外市場
の販路開拓や拡大を支援します。
新型コロナウイルス感染症特別対応として、オンライン展示商談会の出展についても助成対象となります。
●募集期間：展示会出展の 1 か月前まで（最終締切

12 月 25 日（金））

●助成対象となる海外展示商談会の開催期間：2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで
■お申込み・詳細はこちら
https://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20200423073719.php
■お問合せ先
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
■□■-----------------------------------------------------------------------------5．----------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC 横浜よりお知らせ～
【オンライン 12/2：最新の中国を知るセミナー第 3 回「中国ニューテクノロジーABCD」】
『中国ニューテクノロジーABCD』として 、 AI, Block chain, Cloud, Big Data を
中心に、ビッグデータと AI を利用した中国の発展現状や代表的な会社の動向、総合的な
活用事例（製造プロセスにおける応用例を含む）について、「ジャンシン（匠新） 」
によるオンラインセミナーを開催します。
「ジャンシン（匠新）
」は、日本・中国間のスタートアップおよびイノベーション

共創を推進するアクセラレーターです。
日系大企業に対して中国のスタートアップ企業との協業によるイノベーションへの
取り組みや新規事業開発を支援すると同時に、日系スタートアップ企業に対して
中国投資家からの資金調達なども含めた中国事業展開支援サービスをワンストップで
提供しています。
横浜企業の皆様には、中国市場への展開に活用いただけるものと思います。
●日時

2020 年 12 月 2 日(水)

日本時間

19:00～20:00

中国時間

18:00～19:00

●対象

中国でのビジネス展開に関心のある企業等

●定員

500 ライセンスまで（事前申込制・先着順）

●参加費

無料

●講演内容
『中国ニューテクノロジーABCD』
AI, Block chain, Cloud, Big Data を中心に、ビッグデータと AI を利用した
中国の発展現状や代表的な会社の動向、総合的な活用事例
■お申込み・詳細はこちら
https://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20201118085202.php
■主催・お問い合わせ先
(公財) 横浜企業経営支援財団
(中国）上海事務所
mail：yokohama@idec-sh.com
電話:021-6841-5777
（日本）横浜本部
mail：global@idec.or.jp
TEL：045-225-3730

■□■-----------------------------------------------------------------------------6．----------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC 横浜よりお知らせ～
【オンライン：「台湾イノベーションスタディ」セミナー（全 5 回）～過去のセミナーも動画で公開中！～】
新型コロナウイルス感染症に対する防疫の取り組みが評価されている台湾。
with コロナ、after コロナ時代の戦略として、台湾では 5G や IoT の新しい活用に
力を入れています。
5 回シリーズで開催している本セミナーですが、次回最終回は、
『小さく始める
台湾ビジネス入門』というテーマで、様々なビジネスモデルを例に台湾進出の実例を
交えて紹介します。
【詳細・お申込みはこちら↓↓↓】
https://www.idec.or.jp/kaigai/whats_new/20200911150031.php
●日時と内容
第5回
●後援

（開催時間

15：00～16：15）

12 月 1 日（火）
『小さく始める台湾ビジネス入門』
横浜市経済局、Taipei Computer Association

東京事務所

★第 1 回目～4 回目のセミナーを YouTube 動画で公開中です。
第 1 回『台湾のコロナ対策に日本が学ぶこと』
https://youtu.be/oC3kCFzs3gg

第 2 回『5G ビジネスへの取り組み、世界の製造拠点、台湾からの報告』
https://youtu.be/umPniW0WGrY
第 3 回『センサーから見る台湾 IoT 製品』
https://youtu.be/PBjTVhK3cWI
第 4 回『AI＋IoT＝AIoT のビジネスチャンスを台湾製品から探る』
https://youtu.be/qwmgGjfoGF0
■お問合せ先
横浜企業経営支援財団
TEL:

045-225-3730

国際ビジネス支援担当
E-mail：global@idec.or.jp

■□■-----------------------------------------------------------━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC のサービスご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
○WBC メールマガジンの発行
※WBC レンタルオフィス入居者募集中！
詳細はこちら http://www.ywbc.org/office.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WBC メールマガジン発行について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10
TEL: 045-671-3837
https://www.city.yokohama.lg.jp/

◆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。
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