インドビジネス機会オンラインセミナー in 浜松
Webinar on Business Opportunities in India
- Hamamatsu, Shizuoka 新たなより良いビジネス機会を開拓するという点において、多くの日本企業が事業拡大のため積極的に
海外の市場を模索しています。文化的および地理的な近さからアジアはこの点でより適しており、中でも相補関
係を持ち持続的に成長するインドは一見の価値があります。このような企業にとって、インドを国内の市場だけ
でなくインドを輸出の中心地にすることにも有益である可能性があります。アジア開発銀行によると、インド経
済は 2021 年は 8.0%成長すると見込まれています。世界銀行の報告書によると、2020 年のインドの「Ease
of doing Business（ビジネスのしやすさ）」ランキングは 190 か国中 14 ランク上昇し 63 位になりました。
インドの法人税は 15％に半減され、世界の中で最も低い税率の一つです。
セミナーでは、インド市場の概要、インド経済の見通し、日印の人材交流などが紹介され、日本企業か
らのケーススタディーの講演もあります。静岡県、浜松市の企業やビジネスをしている皆様、ぜひセミナーに参
加し、ビジネスチャンスを広げる機会としてご活用ください。
In the context of seeking new and better economic opportunities, many Japanese
companies are proactively seeking new markets abroad to expand their businesses. Due to
cultural and geographical proximity Asia is better suited for them in this regard. The
complimentarities and sustained growth offered by the Indian market would certainly be worth a
look. It could be beneficial for such companies to look at India not only for its own market, but for
making India an export hub as well. According to the Asian Development Bank estimate, the Indian
economy is expected to grow by 8.0% in 2021. India has moved 14 places to be 63 rd among 190
nations in the World Bank’s Ease of Doing Business ranking in 2020. The corporate tax is slashed
by half to 15%, one of the lowest in the world.
In the Seminar, an overview of Indian market, Indian economic outlook and human resource
exchanges will be presented by the organizers. There will also be a session on experience sharing
by Japanese companies. All companies/businesses located in Hamamatsu, Shizuoka prefecture are
invited to attend the Seminar and interact with the concerned stakeholders.

日 時
2021 年 1 月 28 日（木）13:30～15:30
（Date&Time） 13:30-15:30, Thursday, January 28, 2021
会 場
(Venue)
主 催
（Organizer）

オンライン開催(シスコ ウェベックス) ＊アクセスリンクは、申込者にメールでお送りします。
Online seminar(Cisco Webex) *The access link will be sent to the applicant
by email.

在日インド大使館 Embassy of India, Tokyo

共 催
（CoOrganizer）
後援
（Support）

浜松商工会議所 The Hamamatsu Chamber of Commerce and
Industry, ジェトロ静岡 JETRO Shizuoka, ジェトロ浜松 JETRO
Hamamatsu
静岡県 Shizuoka Prefecture, 浜松市 Hamamatsu City （TBC）

プログラム Program
*参加費 Admission：無料 Free *定員 Participants：200 名
13:30-13:40

開会挨拶 Opening Remarks (*通訳付き）
H.E. Mr. Sanjay Kumar Verma, Ambassador of India to Japan
駐日インド大使 サンジェイ・クマール・ヴァルマ 閣下

13:40-13:50

歓迎挨拶 Welcome Remarks
静岡県 (調整中）
浜松市 (*Video message)（調整中）

13:50-14:15

講演１ 「インドの経済概況、ビジネス環境と機会（仮）」
Presentation on “Overview of Indian Economy, Business
Environment and Opportunities(TBC)” by Ms. Mona
Khandhar, Minister(Economic & Commerce), Embassy of
India, Tokyo (*通訳付き）
在日インド大使館 公使（経済・商務担当）モナ・カンダール

14:15-14:20

ご挨拶 Remarks by Mr. Toshihiro Suzuki, Representative
Director and President, SUZUKI MOTOR CORPORATION
スズキ株式会社 代表取締役 社長 鈴木 俊宏 氏 （*Video Message)

14:20-14:45

講演 2 「インドの経済概況と日系企業動向（仮）」
Presentation by Mr. Kazuya Nakajo, Executive Vice
President, Japan External Trade Organization（JETRO）
日本貿易振興機構（JETRO） 理事 仲條 一哉 氏

14:45-15:05

15:05-15:15

講演 3 「インド事業紹介（仮）」
Case study sharing by Mr. Atsuhiko Hatano,
Representative Director and President, ASTI
CORPORATION
ASTI 株式会社 代表取締役社長 波多野 淳彦 氏
講演 4 「技能実習制度を活用した日印の人材交流について」
Presentation by Mr. Shigeo MATSUTOMI, Senior Vice
President, Japan International Training Cooperation
Organization (JITCO)
国際研修協力機構(JITCO) 常務理事（国際部長）松富 重夫 氏

15:15-15:25

質疑応答 Q&A

15:25-15:30

閉会挨拶 Closing Remarks / Vote of Thanks
Mr. Tomoyoshi Ogusu, Chairman, Ogusu Industry Co., Ltd. /
Vice Chairman, The Hamamatsu Chamber of Commerce

and Industry
浜松商工会議所 副会頭 / ㈱小楠金属工業所 代表取締役会長

小楠 倶由 氏

※プログラムについては、予告なく変更の可能性があります。
ウェビナー
申し込み先
Registration
for webinar

https://forms.gle/L6dBCziuy9oHnioMA
締め切り：1 月 27 日（水）10：00 まで

問合せ先

在日インド大使館

経済商務部

Inquiry

Tel: 03-3262-2397

担当：梶谷（かじたに）

Email: mktexecutive.tokyo@mea.gov.in

G2B 個別相談会 One-to-one meetings
ウェビナー後、下記の時間枠で在日インド大使館と企業の G2B 個別相談会もシスコ Webex でオンライン開
催致します。
One-to-one meeting between Embassy of India, Tokyo and companies will also be
arranged through Cisco Webex platform after the webinar on the following time slot
below.
2021 年 1 月 28 日（木）
-16：00 - 16：20
-16：30 - 16：50
-17：00 - 17：20
もしご都合が付かない場合や多数お申し込みいただいた場合は、別の日で調整させていただきます。お申し込
みいただいた企業様には、詳細についてインド大使より個別にご連絡いたします。
If the time slot is not convenient or more registration is received, we may arrange
another set of meeting on other days. The detail of the meeting will be contacted by
the Embassy of India, Tokyo later.
G2B 個別相談会申し込み先 Registration for G2B
meeting：https://forms.gle/s4bhVYmwiqN1A1jv7

