Kanagawa is Ideal for
Building a Business
対日ビジネスのスタートを、神奈川から。

ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンターかながわ
（かながわビジネスサポートセンター）

ジェトロIBSC かながわは、神奈川県での拠点設立や事業開始のための
一貫したサービスを、ワンストップで提供し外国企業のビジネスをサポートします。

ジェトロ IBSC かながわでは、外国企業の対日投資や対日ビジネスをサポートするために、情報と設備の両面で幅広
いサポートを展開しています。日本でのビジネス経験や日本語のコミュニケーションについて不安を感じている企業
の方々に対しても、常駐のアドバイザーがさまざまな角度から、きめ細かなサービスやアドバイスを提供。日本での
ビジネスを円滑にスタートするための総合的なサポートをおこないます。

ジェトロIBSC かながわのサービスメニュー
コンサルティングの主な項目
市場、産業情報提供
許認可、関連法制度情報提供

主な 3 つの柱から皆様と共に神奈川県での拠点を考えます。

Consulting

Infomation

ジェトロ・ビジネスライブラリー

ジェトロのウェブサイトでは、日本でビジ

企業様ごとに個別の

ビジネスに必要な

ジェトロ横浜内のライブラリーには、日本

ネスを展開する上で必要な各種最新の情報

および諸外国に関する英文資料が豊富に用

を提供しています。

意されています。業種別、地域別の資料、

以下の内容を中心に、外国企業にとって有

統計、投資制度、労務、税務関連の資料、神

益な情報を多数掲載しています。

Infomation

コンサルティングを無料で行います。

各種コスト試算
税務、労務、法務等の相談

ジェトロ IBSC かながわでは、専任アドバ

在留資格、ビザ取得
政府、地方自治体インセンティブ情報提供
事務所、支店、法人設立

イザーが日本市場や産業に関する情報や日

各種の情報を入手できます。
ジェトロ・ビジネスライブラリー

Consulting

ジェトロ・対日投資情報サイト

本企業との提携、支店や事務所の設立手続

ビジネスパートナーとの交流支援

日本の各地域の投資環境

「Investing in Japan」

Facilities

コンサルティングをおこなっています。

物件探し

登記、税務、ビザなどさまざまな法制度、

ジェトロ・対日投資情報サイト

ラン、法務、労務関係などをはじめとする

人材探し

日本経済および対日投資のトレンド

とができます。

手続き情報

「Investing in Japan」

きなどに関する情報を提供。同時に事業プ

奈川県内の投資環境情報などを閲覧するこ

会社設立にかかるコスト

http://www.jetro.go.jp/invest/（日本語）

対日投資成功企業の紹介

http://www.jetro.go.jp/en/invest/（英語）

拠点開設を支援するビジネスパートナーリスト
ジェトロの各種サポートサービス

Facilities
テンポラリーオフィスを無 料でご利 用 いただけます。

設備・・・・・・・・・・・ 事務机・椅子、電話・FAX 機 1 台、

テンポラリーオフィス概要

日本に進出して事業展開を検討する外国企業および神奈川県内で事業拡大を検討している在日外資系企業のためのテンポラリーオフィス
を無料で提供しています。テンポラリーオフィスにはデスク、椅子、キャビネット、電話、ファクシミリなどが設置されており、専用の通
信回線を利用することもできます ( 通信費は実費負担 ) 。テンポラリーオフィス利用をご希望される際は、IBSC かながわにお問合せくだ
さい。なお、入居に際しては事前審査があります。

入居条件

・・・・・

国籍を問わず対日直接投資活動に従事している外国企業

インターネット回線接続口、

および神奈川県内での事業拡大を検討している在日外資系企業
入居期間・・・・・ 原則 50 営業日（必要に応じ延長を認めることがあります。
）

ロッカー 1 基 等
共用設備・・・・・ 会議室、ビジネスライブラリー

入居費・・・・・・・・ 無料（保証金が必要）

( ジェトロ横浜ライブラリー )、

部屋数・・・・・・・・ 3 室（各部屋約 20m²）

コピー機 1 台
※電話・FAX 使用料の実費はご負担頂きます。

日本貿易振興機構 (ジェトロ) は、日本と海外との貿易・投資の振興を目的とする政府機関。
外国企業の日本におけるビジネス 開始をサポートするための多彩なプログラムを用意し、活動を展開しています。

様々な疑問にお応えします。
>>>
まず、お気軽にお問合せください。

ジェトロ横浜

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/yokohama/

海外事務所

http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/

国内事務所

http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/

日本でのビジネス拠点開設のためのフローチャート
人事関連

事前リサーチ

社会保険労務士のアドバイス、
労務等の情報を提供します。

関連から解るジェトロ IBSC かながわのサービス。

人材確保

社会保険関係届出

人材探しのお手伝いをします。

司法書士、 税理士、 公認会計士の
アドバ イスや 税 務、 規 制、 インセ
ンティブ等の情報を提供します。

会社設立登記

PR 関連

司法書士の紹介、
面接アレンジを行います。

税務関係などの各種届出
銀行口座の開設

開設 PR

オフィス関連

テンポラリー
オフィス確保

IBSC のオフィススペースを
提供します。

オフィス確保

エキスパット
ビザ取得関連

駐日代表者決定

行政書士のアドバイス、
ビザ等の情報を提供します。

在留資格
認定証明書

エキスパット
居住関連

マンスリーマンション滞在

住居確保

内装工事

物件探しのお手伝いをします。

行政書士の紹介、
面接アレンジを行います。

オフィス機器整備

ビザ申請

社会保険労務士の紹介、
面談アレンジを行います。

外国人登録
再入国許可申請

税理士、 公認会計士の紹介、
面談アレンジを行います。
銀行の紹介、 面談アレンジを行います。

拠点設立・事業開始

会社設立関連

人材・労務相談

YOK@jetro.go.jp

国際ビジネスの拠点は、神奈川へ
地域情報

http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/

国際的なビジネスに最適な交通アクセス環境
2010 年に国際化された羽田空港と、新東京国際空港（成田空港）の両エアポートへ
のアクセスに優れた神奈川県は、グローバルに活動する企業には最適なロケーショ
ンです。また横浜港、川崎港など国際的な港湾施設も充実しています。
国内の交通ネットワークも充実。鉄道網が首都圏の各都市を結んでおり、東京都心
へのアクセスも非常に便利です。さらに東海道新幹線や東名高速道路を軸とする高

兵庫県
（神戸）
福岡県

東京都
神奈川県

速道路網へのアクセスも至便で、大阪や愛知県（名古屋）といった大都市圏など日本
全国を視野に入れた事業展開をスムーズにする理想的な交通環境となっています。
オフィスビルの平均賃料（単位：円／坪あたり）

大阪府 愛知県
（名古屋）
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東北新幹線
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東関東自動車道
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新横浜 みなとみらい
地区
21地区

大阪

愛知
（名古屋）

（2012 年 2 月現在／データは三鬼商事株式会社による）

中央自動車道

東京都

新東京国際空港（成田）

東京湾岸道路

1 時間 25 分

川崎市

相模原市

神奈川県

相模原市には輸送機器や一般機械、電機関連
の大手企業が集積するとともに、高い技術や
製品を有している中小企業も数多く存在して
いる。また、燃料電池や航空・宇宙といった
新分野で活躍する大手企業の進出も相次い
でおり、これらをサ
ポートする中小企
業の研究開発活動
も活発となってい
る。

神奈川は国内のみならず海外からも最先端技術を持
つ優秀な企業が数多く集積し、製造或いは研究開発
の拠点として機能しており、知識・技術集約型の一
大集積地域を形成している。巨大なマーケットであ
る首都圏東京に隣接する好立地条件とともに、全国
の主要都市に直接つながる、優れた鉄道・道路網、
迅速な大量国際輸送を行う横浜・川崎港などの交通
ネットワークは、スピーディーな企業活動を力強く
サポートしている。また外国人の方にとって活動し
やすく、快適な生活が楽しめる地域である。

川崎市は、「ものづくり都市」として日本
の高度経済成長を支え、今日では世界的な
ハイテク企業や研究開発機関が数多く立地
する国際的な先端産業都市へと、大きくそ
の姿を変えている。東京や横浜に隣接し交
通利便性が高く、良好な住宅街や魅力ある
商業拠点の形成が進み、快適で暮らしやす
い都市となっている。 産業技術および研
究開発機能の集積は川崎の持つポテンシャ
ルの重要な一つであり、内陸部から臨海部
まで、自動車気・
機械、化学、情報
通信、環境などさ
まざまな産業が
集積している。

日本政府・自治体とのネットワーク
日本政府の政策を踏まえながら、対日進出を検討している外
国企業に必要な行政手続き情報を一元的に提供する窓口とな
るのが、IBSC かながわの主要な役割のひとつです。各省庁
や自治体との緊密な協力関係を活用し、外国企業が法律、各
分野の基準・規制などの行政情報を簡単に取得できるように
サポートを実施しています。また神奈川県や横浜市、川崎市、
相模原市等のインセンティブやビジネス環境の関する詳細な
情報もいち早く提供します。

〒231-0023 横浜市中区山下町 2 番地 産業貿易センタービル2 階
TEL：045-222-3901 FAX:045-662-4980（ジェトロ横浜）
TEL：045-222-8911 FAX:045-662-4980（ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンターかながわ（IBSCかながわ）
）

相模原駅

1 時間 56 分

おおよその目安です。

川崎駅

1 時間 30 分

1 時間 30 分

横浜駅

1 時間 23 分

成田

相模原駅

1 時間 15 分

1 時間 30 分

成田

千葉県

1 時間 14 分

川崎駅

東京湾アクアライン

28 分

成田

東海道新幹線

35 分

横浜駅

神奈川県

14 分

羽田

東名高速道路道

アクセス
45 分

羽田

東京国際空港（羽田）

羽田

横浜は 1859 年の開港以来、日本と世界を結
ぶ窓口としてわが国の近代化、国際化に大き
く貢献してきた。現在では人口 368 万人を
擁するわが国第 2 の大都市として成長を続け
ている。
横浜には、日本を代表する国際貿易港があ
り、利便性の高い鉄道や道路などの交通網、
羽田空港への優れたアクセスなどに加え、緑
豊かな住環境や優秀な人材、首都圏という広
大なマーケットなど、ビジネスに必要な都市
環境が整っている。観光やコンベンション開
催の地として国内
外から多くの人々
が訪れ交流する、活
気あふれる街でも
ある。

常磐自動車道

東北自動車道

