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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＞
【 CES 参加企業も登壇！コロナ禍での海外展開セミナー ～海外オンライン展示会

参加企業の経験を共有す

る～ 】
コロナ下でも海外展開を進めている横浜企業の事例等を紹介するオンラインセミナーを開催します。
当日は、横浜市の企業（アルケリス株式会社）から世界最大規模のテクノロジー見本市 CES2021 はじめ、海外
オンライン展示会の参加経験を共有いただくとともに、日本貿易振興機構（ジェトロ）や横浜企業経営支援財団
（IDEC 横浜）から、その他海外展開事例等を紹介します。
オンライン展示会等を活用した海外展開を検討中の企業の皆様、ぜひご参加ください。
■日時： 2021 年 3 月 8 日（月） 16 時～17 時
■開催形式： オンライン配信
※本セミナーは、YOXO BOX のオンライン ビジネスイベントとして開催します。
YOXO BOX： https://yi.city.yokohama.lg.jp/yoxo_box/
■予定内容：
・市内企業による CES2021 等 海外オンライン展示会の参加経験等の共有
（アルケリス株式会社）
・オンライン海外展示会等の活用例の紹介
（ジェトロ イノベーション・知的財産部スタートアップ支援課 CES 等担当者）
・市内企業の海外展開事例等の紹介
（IDEC 横浜 国際ビジネス支援担当）

・質疑応答
■主催： 横浜市、IDEC 横浜
■共催： ジェトロ横浜（予定）
※申込方法や登壇者等の詳細は、以下の URL をご覧ください。
https://eventregist.com/e/yoxo20210308
■□■-----------------------------------------------------------2．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞
【ウェビナー：第35回Y-PORTワークショップ】
＜テーマ＞本年度ビジネスマッチングの成果とDXを活用した今後の進め方
今回のワークショップでは、アジア・スマートシティ会議などデジタル
プラットフォームを活用したビジネスマッチングの成果や今後の進め方、
また、これらを足掛かりに案件形成を進めている事例等を紹介します。
【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
3月9日（火）14：00～15:30
・海外都市へのパッケージ型都市ソリューションの提案について
・アジア・スマートシティ会議の成果及び今後のビジネスマッチングの進め方について
・上記取組を通じた案件形成について
●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
■□■-----------------------------------------------------------3．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜横浜市より＞
【実質無利子融資の融資限度額引上げについて】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業への資金繰り支援として、「実質無利子融資（横浜市新
型コロナウイルス感染症対応資金）
」の融資限度額を 4,000 万円から 6,000 万円に引き上げました。ご利用の際
は、金融機関にご相談・お申込みください。
※市内中小企業の皆様が金融機関にお支払いした利子については、事後的に相当分をキャッシュバックします。
◎融資メニューの詳細はこちら：
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/murishi-corona.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）
◎お問合せ先：
横浜市経済局金融課金融係
電話：045-671-2592 FAX：045-664-4867
E-mail：ke-kinyu@city.yokohama.jp
■□■-----------------------------------------------------------4．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～ジェトロ横浜よりお知らせ～

【ウェビナー:横浜市進出外資系企業×市内企業連携支援「中小企業モノづくりのデジタル変革（DX）
」】
【日 時】 3/24(水) 14:00-15:10
【開催方法】オンライン(Zoom アプリ使用)
【参加費】 無料
【定 員】 80 名
【申込締切】3/17(水)
◇詳細、お申込みはこちら
https://www.jetro.go.jp/events/yok/a6de93b0549fe335.html
■□■-----------------------------------------------------------5．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC 横浜よりお知らせ～
【【3/3】『最新の中国を知るセミナー第4回』「コロナ状況と横浜企業の取組」オンライン配信】
世界的に新型コロナウイルスが広がる中、中国でコロナ禍を耐え、今後の
ニューノーマルに向けた取組を行っている横浜企業の講演です。
また、中国での最新状況として、コロナの実態・ワクチン状況等とともに、
一層加熱している越境 EC や顧客動向についてもご紹介します。
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。
ぜひ、ご参加ください。
●日時 3 月 3 日(水) 日本時間 16:00～17:00、中国時間 15:00～16:00
●対象 中国でのビジネス展開に関心のある企業等
●定員 100 ライセンスまで（事前申込制・先着順）
●内容
講義：
『New Normal 時代の New Challenge ～国際鉄道輸送～』
講師：
（株）日新 国際営業第一部 桜井正応部長
講義：
『コロナ禍における事業創出』
講師：山形英技系統軟件（上海）有限公司 紹興山形科技有限公司 永田功総経理
講義：
『デジタル社会 中国の新常識～ 商品を売るために今、必要なものとは？～』
講師：愛豊通信科技（上海）有限公司 野村義樹副総経理
●参加費 無料
■お申込み・詳細はこちら
https://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=1261
■お問合せ先
(公財)横浜企業経営支援財団
【中国】上海事務所
TEL:021-6841-5777 E-mail：yokohama@idec-sh.com
【日本】横浜本部
TEL：045-225-3730 E-mail：global@idec.or.jp
■□■-----------------------------------------------------------------------------6．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜広報協力＞ ～IDEC 横浜よりお知らせ～
【【3/4】ベトナム進出に向けた勉強会 『KIZUNAレンタル工場 バーチャルツアー』】
第１弾で好評だった「ベトナム進出に向けた勉強会」の第２弾です。
ベトナムとオンラインで繋いでバーチャル工場見学をします。

なかなか渡航はできないけれど、横浜に居ながらベトナムを知る機会です。
参加者同士のオンライン意見交換も予定していますので、積極的なご参加をお待ちしています。
●日時 3 月 4 日（木）15：00～16：30
●内容 『KIZUNA バーチャルツアー』ベトナムの IDEC 提携レンタル工場をカートに乗った気分で見学します
●参加費 無料
●定 員 10 名
●対 象 ベトナムでのビジネス展開を検討中の市内中小企業
■お申込み・詳細はこちら
https://www.idec.or.jp/seminar/detail.php?pid=1252
■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
■□■-----------------------------------------------------------------------------7．--------------------------------------------------------------------------■□■
＜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。
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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
〒231-0005 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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