～インドビジネス機会セミナー～
Seminar on Business Opportunities in India
在日インド大使館、ジェトロ山梨、山梨県ではインドの政治・経済や文化、インド企業とビ
ジネスをする上での商習慣の相違や留意事項等、インドに関する初歩的・基礎的な内容を解説
するセミナーを開催します。
巨大インド市場は、2027 年には世界最大の人口となることが見込まれており、消費市場と
しての関心が高まるとともに、今や世界最先端のイノベーション発信拠点としても注目され始
めています。さらに製造拠点のハブとして、ASEAN やアフリカなど世界各地への輸出基地と
しての役割も期待されています。インドの最新情報を入手できる絶好の機会ですので是非ご参
加ください。
Embassy of India, Tokyo, JETRO Yamanashi, and Yamanashi Prefecture will
hold a seminar to explain the basic and preliminary information on India, such as
India's politics, economy, culture, differences in business customs and points to
note when doing business with Indian companies.
The huge Indian market is expected to be the most populous market in the
world in 2027. With global interest over it increase as a consumer market, India is
now beginning to attract attention as the world's most advanced innovation center.
Furthermore, it is expected to play a role of a manufacturing hub, and as an export
base to various parts of the world such as ASEAN and Africa. This is a great
opportunity to get the latest information on India, so please join us.
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２０２０年１１月１０日（火）１３：００～１５：００ (受付開始１２：３０
～)
1300-1500, Tuesday, November 10, 2020 (registration start at 1230)
やまなしプラザ 1 階オープンスクエア内 (山梨県甲府市丸の内 1 丁目６－
１)
Open Square, 1F, Yamanashi Plaza (1-6-1, Marunouchi, Kofu-shi,
Yamanashi, 400-0031)
13：00～13：10 開会挨拶 Opening Remarks
駐日インド大使 サンジェイ・クマール・ヴァルマ
H.E. Mr. Sanjay Kumar Verma, Ambassador of
India to Japan
13：10～13：50 インドビジネス概要 Overview of Indian Market
ジェトロ海外調査部 アジア大洋州課 古屋 礼子
Ms. Reiko Furuya, Research Manager, Overseas
Research Department, JETRO
13：50～14：30 インドの経済概況、ビジネス環境と機会
Overview of Indian Economy, Business
Environment and Opportunities
在日インド大使館 公使(経済・商務) モナ・カンダール
Ms. Mona Khandhar, Minister (Economic &
Commerce), Embassy of India, Tokyo
14：30～14：45 質疑応答 Q&A
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14：45～14：50 閉会挨拶 Closing Remarks
ジェトロ山梨 所長 河野 将史
Mr. Masashi Kono, Chief Director, JETRO
Yamanashi
７０名程度 (先着順) Approx. 70 people (first come, first served）
２０２０年１１月９日（月）１７：００（※定員に達し次第、締め切ります）
1700, Monday, November 9, 2020（※ application will be closed
once the limit has been reached.）
在日インド大使館、ジェトロ山梨
Embassy of India, Tokyo, JETRO Yamanashi
山梨県
Yamanashi prefecture
甲府商工会議所
The Kofu Chamber of Commerce and Industries
無料
Free of charge
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0057066A
ま た は 、 ジ ェ ト ロ 山 梨 HP （ https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/
yamanashi/）ご参照。Please refer to the HP of JETRO Yamanashi
ジ ェ ト ロ 山 梨 担 当 ： 千 野 、 秋 山 TEL ： 055-220-2324 ／ E-mail ：
ymn@jetro.go.jp
Mr. Chino and Mr. Akiyama, JETRO Yamanashi

