
Invitation to 

 ODOP online  Mela  

15th – 19th October, 2020

Uttar Pradesh – India

It is pleased to inform you that Government of Uttar Pradesh, along with Federation of FICCI and EPCH

organize “ODOP *online Mela from 15th - 19th October, 2020 which is the first ever virtual exhibition. 

The exhibition will bring the buyers from across the globe at the same interactive virtual platform with

options to interact with the Makers of Traditional products directly from the Heart of Uttar Pradesh. Lost

arts by these Artisans and hand-craftsmen which were once the center pieces of mansions are still as

unique as it gets but lack the eyes which could place them appropriately. The Government of Uttar

Pradesh is determined to bring out these traditional creations to the world and provide a platform to

promote this phenomenal talent and skill.

Informational webinars catering to the need of the design intervention, skill intervention, state of the art

technology,  banking,  and  handholding  sessions  to  promote  Exports  and  support  schemes  by  the

government of the state will reimage brand Uttar Pradesh and enhance business. 

The above backdrop, you and your office are invited to participate and the companies of Japan are

requested to visit this virtual Exhibition.

Registration form link: https://registrations.ficci.com/upodop/upodop-registrationb.asp

Link for downloading Coffee Table Booklet : https://bit.ly/30GDVwA

 

For Details on the ODOP List and products please visit http://odopup.in/ 

For  Registration  support,  please  call  on  +918299032296  or  Email  at:  odopexpo@ficci.com.  FICCI

would be following up with your office in this regard. (* ODOP: One District One Product )

Best Regards,

FICCI – UP State Council

Industry's Voice for Policy Change

India

If any query, please contact to :

Commercial Wing

Embassy of India, Tokyo

Tel: 03-3262-2391(Ext.316)

E-mail: attachecom.tokyo@mea.gov.in

mailto:attachecom.tokyo@mea.gov.in


ODOP オンラインメーラーへ御招待
15th – 19th October, 2020

ウッタルプラデシュ － インド
この度、ウッタルプラデシュ州政府が、インド商工会議所連合及び工芸品輸出促進評議会と協賛し 、
2020 年 10 月 15 日-19 日の期間、初のオンライン展示会として ODOP オンラインメーラーを開催す
ることをお知らせできることを嬉しく思います。

この展示会は、ウッタルプラデシュの中心地の伝統製品のメーカーと直接交流する機会として、イン
タラクティブなバーチャルプラットフォームに世界中のバイヤーをお招きします。かつて大邸宅の中
心的存在だったこの地区の職人による失われた芸術品は、今でもこの上なく独特ですが、適切に評価
してもらえる場所が不足しています。ウッタルプラデシュ州政府は、これらの作品を世界に売り出す
べく、この驚くべき才能と能力を販売促進するプラットフォームを提供致します。

輸出促進のためのデザインへの介入、能力への介入、最先端科学技術、銀行業務、業務支援集会や支
援制度などの必要性に応じた情報提供を行う州政府によるウェビナーは、ウッタルプラデシュのブラ
ンドの新しいイメージを作り出し、ビジネスを向上させるでしょう。

上記の背景から、貴殿及び貴所を本オンライン展示会へ御招待致します。日本企業にもこの展示会に
ご参加いただくように呼びかけています。

つきましては、下記のリンクから参加登録をしていただきますようお願い致します。 https://

registrations.ficci.com/upodop/upodop-registrationb.asp

卓上用大型豪華冊子のダウンロードはこちらから。https://bit.ly/30GDVwA

ODOP の商品リストの詳細については http://odppup.in/にアクセスしてください。
登 録 に 関 し て サ ポ ー ト が 必 要 な 場 合 、 +918299032296 に お 電 話 い た だ く か 、
odopexpo@ficci.com にメールをお送りください。　FICCI が本件についてサポート致します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

FICCI – ウッタルプラデシュ州　州政府支部
“Industry’s Voice for Policy Change”

インド

駐日インド大使館商務部
Tel: 03-3262-2391(内線：316),

Email: attachecom.tokyo@mea.gov.in

https://registrations.ficci.com/upodop/upodop-registrationb.asp
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