
事業の概略 支援体制を拡充しました！ 

市内企業の要望にきめ細やかに対応することができます。 

①ビジネスニーズの収集対象国の拡充 

→多様なビジネスニーズを市内企業にご紹介します。 

今年度：６か国 

（下記３か国にシンガポール、ミャンマー、インドネシアを追加） 

昨年度：３か国（中国、タイ、ベトナム） 

 

②専門コーディネーターの増員 

→ビジネスニーズの専門分野に対応したマッチング支援が

可能です。  

今年度：８名 昨年度：４名 

 

    公益財団法人 横浜企業経営支援財団（IDEC）記者発表資料 

平成２８年９月１５日 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 

国際ビジネス支援部 

 

ＩＤＥＣ横浜では、アジア諸国の現地企業が求める製品・技術情報（ビジネスニー

ズ）を専門コーディネーターが市内の中小企業に提供する、ビジネスマッチング支援

事業を実施しています。 

横浜の中小企業は、市内に拠点を置きながら、６か国（中国、タイ、ベトナム、シ

ンガポール、ミャンマー、インドネシア）の海外企業ニーズの紹介を受けられます。 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDECが委託したコンサルティン

グ会社等が海外企業ニーズを発

掘し、IDECに情報提供。 

○お問い合わせ先 

国際ビジネス支援部長   長谷部 亮 TEL 045－225－3725  

 

IDECから市内中小企業に海外企

業ニーズを紹介。 

専門コーディネーターが、マッ

チング成立を目指し海外取引の

交渉や契約について市内中小企

業をサポート。 

○支援対象企業：横浜市内に事業所のある中小企業 

 

※ 専門コーディネーター（海外ビジネスマッチングコーディネーター）の詳細は、 

別紙事業パンフレットをご覧ください。 

 

 

横浜経済記者クラブ各位 



問い合わせ先

公益財団法人 横浜企業経営支援財団 （IDEC）　国際ビジネス支援部
〒231－0011 横浜市中区太田町2－23　横浜メディア・ビジネスセンター7階
TEL 045－225－3730　   FAX 045－225－3737
E-mail：global@idec.or.jp　http://www.idec.or.jp/kaigai/

横浜市内企業からの

Yokohama Industrial Development Corporation

IDEC supports small and medium-sized Yokohama
enterprises in stabilising and strengthening their business
base, o�ers solutions for managerial issues,
promotes the launch of businesses and the development
of overseas business, all with the objective of
contributing to the vitality of Yokohama’s economy.

Yokohama Industrial Development Corporation

公益財団法人 横浜企業経営支援財団
7F, Yokohama Media Business Center
2-23 Ohta-machi, Naka-ku Yokohama
231-0011 JAPAN
Tel. +81 (0)45-225-3730
Fax. +81 (0)45-225-3737

海外企業からの
ビジネスニーズをご紹介します!

平成28年度  海外企業ニーズとのビジネスマッチング事業
公益財団法人  横浜企業経営支援財団

IDEC supports overseas business matching between foreign enterprise (China, Thailand, Vietnam, Singapore, Myanmar 
and Indonesia) and Yokohama city enterprise from the exploration of needs to negotiations and contracts.

支援対象企業
横浜市内に事業所のある中小企業

対 象 国

　新興国などの需要に応えたい。
　海外パートナーを見つけたい。
　新興国などの生産自動化設備や環境・
　省エネ技術の導入希望に応えたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…など

こうした企業を応援する事業です！
中国
China

シンガポール
Singapore

タイ
Thailand

ミャンマー
Myanmar

ベトナム
Vietnam

インドネシア
Indonesia

公益財団法人 横浜企業経営支援財団 （IDEC）　国際ビジネス支援部

海外ビジネスニーズ

横浜市内の中小企業

中国 タイ ベトナム シンガポール ミャンマー インドネシア



海外企業の旺盛なニーズを
横浜市内企業のビジネスチャンスに！
海外企業（中国・タイ・ベトナム・シンガポール・ミャンマー・インドネシア）と
横浜市内企業のビジネスマッチングをニーズの発掘から海外取引の
交渉や契約まで支援します！

横浜市内企業と成長著しいアジアの需要をつなぐ事業です。
中国・タイ・ベトナム・シンガポール・ミャンマー・
インドネシアの現地企業では対応できない高度な
基盤技術や自動化、環境・省エネ技術等
のビジネスニーズを「海外ビジネス
マッチングサポートデスク」が
掘り起こし、横浜市内企業にご紹介
します。
さらに、豊富な経験と実績を
持った「海外ビジネスマッチング
コーディネーター」が海外取引の
交渉や契約などマッチングに
向けた横浜市内企業の活動を
無料サポートします。

星名　一帥  Kazusui Hoshina

（株）ウィーキャン代表取締役
大手電機メーカー勤務経験者
■得意分野
機械、環境事業、再生エネルギー、IT ネットワーク、
EV、ロボット、IoTほか

根橋　玲子  Reiko Nebashi

(有)ハーモニー代表取締役社長
大手倉庫会社勤務経験者
■得意分野
貿易投資相談、国際物流関係、輸出入手続き、海外営業・
契約関係ほか

錦織　　智  Satoshi Nishikiori

（同）アソシエ・オリトモ代表
大手電機メーカー・外資系商社勤務経験者
■得意分野
工業製品（機械系、電気・電子系）、マーケティング＆
セールスほか

菊池　祐二  Yuji  Kikuchi

大手電機メーカー勤務経験者
■得意分野
電気製品、材料（鉄鋼、非鉄など）、部品、環境機器、健康・
福祉ほか

黒沢　信一  Shinichi Kurosawa

大手鉄鋼会社・商社勤務経験者
■得意分野
環境、エネルギー、機械、金属ほか

三神　博美  Hiro  Mikami

大手食品会社・外資系食品メーカー勤務経験者
■得意分野
食品・飲料・飼料製造業、家庭用品製造業、化学ほか

有坂　　亨  Akira  Arisaka

有坂ビジネスコンサルタンシー代表
大手玩具メーカー勤務経験者
■得意分野
製造業、飲食業、サービス業ほか

石川　雅也  Masaya  Ishikawa

TRYアソシエイト代表
大手工作機械メーカー・海外特殊鋼製メーカー勤務経験者
■得意分野
国際商取引（輸出入、営業、法律、経理）、
海外事業展開支援ほか

事業の全体図

中国 China

●上海華鐘投資諮詢有限公司
Shanghai Huazhong Investment Consulting Co., Ltd.

●上海太比雅科技有限公司
Shanghai Tepia Technology Co., Ltd.

●佛山早稲田科技服務限公司
WASEDA Technology Service Co., Ltd.

タイ Thailand

●株式会社事業革新パートナーズ
Business Innovation Partners Co., Ltd.

●Tokyo Development Consultants
   (THAILAND)Co., Ltd.

東京デベロップメントコンサルタント

ベトナム Vietnam

●株式会社事業革新パートナーズ
Business Innovation Partners Co., Ltd.

●Tokyo Development Consultants
   (THAILAND)Co., Ltd.

東京デベロップメントコンサルタント

●日本テピア株式会社
TEPIA Corporation Japan Co., Ltd.

●株式会社ブレインワークス
BRAIN WORKS Co., Ltd.

ミャンマー Myanmar

●株式会社サイエスト
Cyest Corporation

海外企業ニーズの
収集

海外企業
Overseas enterprise

横浜市内企業

海外企業ニーズの
提供

海外企業ニーズの
ご紹介（無料）

＆
海外取引の交渉や契約の

サポート（無料）

マッチング成立

海外ビジネスマッチング
コーディネーター

海外ビジネスマッチング
サポートデスク

シンガポール
Singapore

ミャンマー
Myanmar

インドネシア
Indonesia

中国
China

タイ
Thailand

ベトナム
Vietnam

International Business Matching
Support Desk

Yokohama city enterprise

International Business Matching
Coordinator

シンガポール Singapore

●株式会社サイエスト
Cyest Corporation

●株式会社事業革新パートナーズ
Business Innovation Partners Co., Ltd.

インドネシア Indonesia

●株式会社事業革新パートナーズ
Business Innovation Partners Co., Ltd.

海外ビジネスマッチング
コーディネーター

海外ビジネスマッチング
コーディネーターと横浜
市内企業が相談のうえ、
マッチングを目指した
取組みがスタートします。

横浜市内企業からの登録
を受付けします。
※登録申込書を記入、提出してく
ださい。IDEC ホームページ
からダウンロードができます。

http://www.idec.or.jp/kaigai
/matching/index.php

IDECと契約を結んだ海外
ビジネスマッチングサ
ポートデスク（コンサル
ティング会社等）が海外企
業ニーズを発掘し、IDEC
に情報提供をします。

IDECから横浜市内企業
に海外企業ニーズを紹介
します。
※ご紹介可能なニーズがある
場合に電話又はメールで
連絡します。

事業の流れ

紹介海外ビジネスマッチング
サポートデスク 紹介


