第 7 回インドビジネス情報サロン（主催）

第 7 回インドビジネス情報サロン

「中小企業こそインドへ！
～インド進出は今が絶好のタイミング～」
「インドビジネスサロン」は、インドへ進出を計画・検討している中堅・中小企業の皆様を対象に、インドビジネ
スについて豊富な経験とノウハウをお持ちの方々に具体的な情報をお話いただき、その後講師を交え情報
交換及び参加者相互の交流・ネットワーキングを行うイベントです。
日時： 平成 23 年 3 月 16 日（水）午後 4 時～午後 5 時 30 分まで
会場： かながわグローバルビジネスセンター 商談室
横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 2 階
内容：
16:00～17:10 講演・質疑応答
「中小企業こそインドへ！～インド進出は今が絶好のタイミング～
（だから、私は日本の中小企業の皆さまのためにコンサルタント会社をインドで立ち上げた！）」
・ なぜ、インドは日本の中小企業を必要としているのか？
―インド政府及びインド企業の日本中小企業への強い期待
・ 直近のインド最新情報（インドに関する間違った報道を訂正する）
・ インド企業にて事業が成功するためのアドバイス及び留意点
※東北地方太平洋沖地震の影響により講演のみに変更させていただきました。

講師 中島 敬二 氏 元インド 住友商事社長 Nakajima Consultancy Services 会長
主催： 一般社団法人 横浜インドセンター （YIC）
参加費： YIC 会員 1,000 円/人

非会員 2,000 円/人

参加者数：25 名

【中島敬二氏略歴 】
昭和 19 年生まれ。慶応大学経済学部卒。現在インド企業 6 社の顧問をしながら、デリーにて金型製造会社
とコンサルタント会社を経営。主な職歴は、住友商事 理事、自動車部長、インド住商社長、デリー商工会長、
クボタリース社長、DMIC プロジェクトのインド政府アドバイザー、インドのトラック・バス製造会社 の取締役、
立教大学非常勤講師、インド駐在期間 13 年。
【NCS( Nakajima Consultancy Service LLP)プロフィール 】
日本の中小企業をインドへ進出の支援をするため 2010 年 12 月に総合コンサルタント会社 NCS( Nakajima
Consultancy Service LLP)を設立。顧客の立場に立った“より質の高いサービスをより安い費用でサービスを
提供する”ことをモットーとする。

岐阜女子大学南アジア研究センター 国勢情勢公演会（後援）

岐阜女子大学南アジア研究センター 国勢情勢講演会

『新興経済大国インドの戦略的重要性を解く』
インドの理解促進のため、東京を会場としてセミナーが開催されました。
日時： 2011 年 3 月 9 日（水） 午後 7 時～午後 9 時
会場： 社団法人日本外国特派委員協会（ホール）
（東京都有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 20 階)

講師： 榎 泰邦氏（元・インド日本国大使）
主催： 岐阜女子大学南アジア研究センター
入場料： 無料（事前申込制）
定員： 120 名

南インド古典舞踊バラタナティヤム公演「エミ・マユーリ・インドツアー2011」（後援）

南インド古典舞踊バラタナティヤム公演
「エミ・マユーリ・インドツアー2011」
インド舞踊家のエミ・マユーリさんが、南インドで誕生したインドを代表する古典舞踊バラタナティヤムの魅力
を紹介する公演が、ヴァラナシとチェンナイで開催されました。
＜北インド公演＞
日時： 2011 年 2 月 19 日(土)11:00 開演
会場： Varanasi Central School (Varanasi-221002, INDIA)
主催： インド舞踊研究所ナーティヤ・マンジェリ・ジャパン NMJ
出演： エミ・マユーリ、OJA（舞踊ナーティヤ・マンジェリジャパン）
入場無料
＜南インド公演＞
日時： 2011 年 3 月 5 日(土)16:00 開演
会場： R.K. Swami Auditorium (Mylapore, Chennai-60004, INDIA)
主催： Parthasarathy Swami Sabha
出演： エミ・マユーリ、ウドゥピー・ラクシュミ・ナラヤン
入場無料
詳細はこちら→http://www.geocities.jp/gameradevi7/sub10-4.htm

インド経営者研修コース（共催）

インド経営者研修コース
AOTS2010 年度インド企業経営研修コースの一環として
「日印企業経営者意見交換会」を AOTS（財団法人海外技術者研修協会）と共催で開催しました。
※この意見交換会は研修コースに参加しているインドの中小企業経営者を対象にしているため、一般には非公開です。

日時： 2011 年 2 月 28 日（月）9：30～12：30
会場： AOTS 横浜研修センター
主催： 財団法人海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ） 横浜研修センター
共催： 一般社団法人 横浜インドセンター

「南インド投資環境調査ミッション」

「南インド投資環境調査ミッション」
財団法人神奈川産業振興センター（KIP）、ジェトロ横浜並びに当センターの企画・運営により、チェンナイと
プネを訪問する、現地の経済状況・投資環境の調査、インド企業とのネットワークの構築などを目的としたミ
ッションを下記の通り派遣しました。
旅行日程：2011 年 2 月 17 日（木）～2 月 23 日（水） 5 泊 7 日
訪問都市：チェンナイ、プネ
旅行代金：お一人様 310,000 円 （1 人部屋使用）
参加人数：14 人

参加対象：原則として、神奈川県内に事務所・事業所がある製造業の経営者・従業員
旅行企画・運営：財団法人神奈川産業振興センター（事務局）、
ジェトロ横浜、一般社団法人横浜インドセンター

交流会

IITM 大産学

MCCIA 訪問

プネ大学日本語授業風景

テクニカルショウヨコハマ 2011 広報出展

テクニカルショウ ヨコハマ 2011 広報出展
当センターでは、テクニカルショウ ヨコハマ 2011 に広報出展しました。また、下記の通り出展者セミナーを
開催しました。
日時： 2011 年 2 月 2～4 日 10:00～17:00
場所： パシフィコ横浜 展示ホールＣ・Ｄ
横浜市中区みなとみらい 1-1-1

「インドビジネスの現状と今後～自動車産業について～」

講師： チャンディス株式会社 代表取締役 マイケル・チャンディ氏
日時： 2 月 3 日（木） 11:00～11:50
場所： セミナー会場Ｃ （テクニカルショウ ヨコハマ 2011 会場内）
参加者数： 35 名

江ノ島アジア映画祭 2011 のご案内（後援）

江ノ島アジア映画祭 2011
日時： 2011 年 2 月 6 日(日)
映画上映「シスター・チャンドラとシャクティーの踊り手たち」
監督 松居和（2007 年／日本映画／カラー／108 分）
（第 41 回ヒューストン国際映画祭長編ドキュメンタリー部門金賞受賞）
1 回目 11:00～ 2 回目 14:30～
会場： 神奈川県立かながわ女性センター ホール
（藤沢市江の島 1-11-1）
【同時開催】
●ハーフタイムショー 13:00～ （無料）
○松居監督の講演と尺八演奏
○インド舞踊・歌
●インドグッズコーナー 10:00～
インド屋台、関係教材、図書、雑貨、食材など
●インド民族衣装試着コーナー 10:00～

IDEC 第 4 回インドビジネス懇談会のご案内（主催）

IDEC 第 4 回インドビジネス懇談会

セミナー＆懇談会
【インド拠点の設立～成功と失敗を分けるポイント～】
今回はインドへのビジネス展開に実績を持つ東京コンサルティングファームから講師をお招きし、これまでの
支援経験から今回のテーマ『インド拠点の設立』の成功と失敗を分けるポイントを事例中心にお話頂きます。
その後、講師を交えてご参加の皆様それぞれが抱える課題や疑問点、またご経験談などを自由に意見交換
していただきました。

日時： 2011 年 1 月 31 日（月） 14：30～17：00
会場： （財）横浜企業経営支援財団 大会議室
（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）
講師： 久野 康成氏 （久野康成公認会計士事務所 所長、
株式会社東京コンサルティングファーム 代表取締役会長 兼 CEO） 他
主催： 財団法人横浜企業経営支援財団、一般社団法人横浜インドセンター
後援： ジェトロ横浜
参加費： 1,000 円
参加者数： 25 名

平成 23 年 新春賀詞交換会・講演会のご案内（会員限定）

平成２３年 新春賀詞交換会・講演会
当センターでは、会員の皆様を対象に、平成 23 年の新春賀詞交換会・講演会を下記により開催致しました。

日時：平成 23 年 1 月 17 日（月） 11：00～13：00
場所：横浜シンポジア 議場（講演会） レセプションスペース（賀詞交換会）
横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 9 階
講演会：11：00～12：00
テーマ「インドは変わっている」
・インドの紹介
・日本と似ているところ
・前のインドと今のインド
・ビジネスチャンス
講 師：マルカス氏 株式会社アサヒトラベルサービス 代表取締役社長 （YIC 会員）
【講師略歴】
インド・デリー生まれ。インド国立デリー大学・政経学部卒業。1977 年国際協力基金招聘により日本訪問。1992 年インドで
旅行会社「アサヒトラベルサービス（ATS）」設立、社長に就任。1998 年同社日本支社を設立、社長に就任。2003 年には
東京麻布台にインドレストラン「ブカラ」を開店、レストラン業界にも進出。2010 年 7 月に株式会社グローバルトレードリソー
セス（貿易・コンサルティング）を設立。また、日本語能力試験 1 級を取得、落語家立川談志一門に入門し芸名「立川ダン
デリー」を授かるなど、幅広く活躍。

賀詞交換会：12：00～13：00
参加費：無 料
参加者数：75 名

日印企業経営者意見交換会（共催）（非公開）

AOTS 2010 年度インド中小企業経営研修コース（ＩＮＣＩ-2）内
日印企業経営者意見交換会
※この会は意見交換会は AOTS の 2010 年度インド中小企業経営研修コースに参加している
インドの中小企業経営者を対象に開催されるもので、インド側参加者が、各企業での企業戦略
の実例を知ると共に、インドと日本でのマネジメントスタイルの違い、日本的経営手法をインド
に導入する際の留意点などについての理解を深めることを目的にしたものですので、一般の方
には非公開で実施されました。
日時： 2010 年 12 月 16 日（木）

13：30～16：30

場所： ＡＯＴＳ横浜研修センター 41 番教室
主催： 財団法人海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ） 横浜研修センター
共催： 一般社団法人 横浜インドセンター
テーマ： 「わが社の企業戦略～日本での取り組み～日印の比較も交えて」
出席者：
インド側： ＩＮＣＩ-2 研修生 16 名
日本側： 日印両国を拠点に活動する企業代表者 3 名（順不同）
・野口友康 氏 （マーケットアイ株式会社 代表取締役）
・清 好延 氏 （インド・アジア開発有限会社 取締役）
・須田アルナ 氏 （サオラ株式会社 代表取締役社長）
プログラム:
①パネラー企業代表者によるプレゼンテーション
②インド研修生による質問に対応して企業代表者間でのパネルディスカッション
③質疑応答 他

組込み総合技術展（ET2010）広報出展

組込み総合技術展（ET2010） 広報出展
当センターでは、ジェネシス株式会社と共同で ET2010 横浜パビリオンに広報出展しました。
また、プライベートカンファレンスを開催しました。
日時： 2010 年 12 月 1～3 日 10：00～17：00
場所： パシフィコ横浜
横浜市中区みなとみらい 1-1-1
プライベートカンファレンスの詳細はこちら

エミ・マユーリの踊る館 in 広島（後援）

南インド古典舞踊 バラタナティヤム ライブ

エミ・マユーリの踊る館 in

広島

日時： 2010 年 11 月 26 日（金） 19：00～
場所： ライブハウス OYE COMO VA
広島県尾道市久保 1-5-18 Tel. 0848-37-3001
参加費： 3,000 円
主催： インド舞踊研究所 ナーティヤ・マンジャリ・ジャパン NMJ
講演： （財）日印協会、（社）横浜インドセンター 他

第 6 回インドビジネス情報サロン（主催）

第 6 回インドビジネス情報サロン

「横浜生まれ・横浜育ちのインド人、ヨーロッパ資本
企業立ち上げのためインドに駐在する」
「インドビジネス情報サロン」は、インドへ進出を計画・検討している中堅・中小企業の皆様を対象に、インド
ビジネスについて豊富な経験とノウハウをお持ちの方々に具体的、実務的な情報をお話しいただき、その後
講師を交え情報交換及び参加者相互の交流・ネットワーキングを行うイベントです。
第 6 回は当センター理事のナリン・アドバニ氏を講師に迎え、下記の通り開催しました。

日時： 平成２２年１１月２日（火）午後４時から午後６時３０分まで
会場： かながわグローバルビジネスセンター 商談室
横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル２階
内容：
16：00～17：10 講演・質疑応答
「横浜生まれ・横浜育ちのインド人、ヨーロッパ資本企業立ち上げのためインドに駐在する」
講師 ナリン C アドバニ 氏 一般社団法人 横浜インドセンター 理事
バルコ・エレクトロニック・システムズ（インド）代表取締役兼バルコ株式会社（日本）代表取締役

40 年以上の横浜での生活から、初めてのインド暮らしへ・・・
思わぬ発見、驚きの毎日、楽しいインド生活をユニークな視点でエピソードを通じて紹介。
17：10～17：20 休憩
17：20～18：30 交流会（飲み物・軽食付き）
主催： 一般社団法人 横浜インドセンター（ＹＩＣ）
参加費： ＹＩＣ会員 1,000 円 /人

非会員 2,000 円 /人

参加者： 22 名
ナリン C. アドバニ氏 略歴
経営と投資の組み合わせでテクノロジービジネスに参画。現在までに役員としてウインドリバー、ウイプロ、バルコなどグローバル企業の
日本法人立ち上げ・経営に参画。また、投資家・起業家の立場でもセンチリウム、ソリッド、イーソル、エンシンクをはじめ最先端のテクノ
ロジーイノベーション企業の立ち上げに従事。得意分野は組込みシステム、映像技術、通信インフラ、コンシューマー・デバイス。生まれ
は日本、国籍はインド。

バルコ社 プロフィール
バルコ社は 1934 年にベルギーで設立され、創業時はラジオ生産のパイオニアであった。今日では企業及び専門家向けの市場に特化し
て運営されており、映像関係のスペシャリストとして、小型医療モニターから、大きなスクリーン・プロジェクター、マルチ・スクリーンのウィ
ンドウシステム、LED ディスプレーまで、幅広いハイ・エンド商品を提供している。社員 500 名のインド法人はベルギー本社に続いて最も
大きい組織で、開発・製造・販売を行っている。

サンスクリット入門「カーリダーサ『マーラヴィカーとアグニミトラ』の魅力」（主催）

インド文化セミナー サンスクリット入門

「カーリダーサ『マーラヴィカーとアグニミトラ』の魅力」
「横浜インド文化祭」のメインイベント、南インド古典舞踊バラタナティヤム公演「舞踊劇マラヴ
ィカ」の原典である、インドの詩人カーリダーサのサンスクリット戯曲『マーラヴィカーとアグ
ニミトラ』の魅力を、サンスクリット語の簡単なレクチャーを通して解説し、一部抜粋した部分を、
踊りのデモンストレーションで表現しました。
日時： 2010 年 10 月 23 日（土） 16：30～17：45

場所： 横浜開港記念会館 講堂
講師：
サンスクリット解説 岩崎 良行 氏 （翻訳者・インド文化研究者）
バラタナティヤム デモンストレーション エミ・マユーリ 氏 （インド舞踊家）
参加費： 無料
参加者： 57 名

横浜インド文化祭 (後援）
横浜・ムンバイ姉妹都市締結 45 周年記念イベント

横浜インド文化祭
インドに染まる、浸る、心酔する、学ぶ、楽しむ、親しむ。横浜開港記念会館に一歩
足を踏み入れれば、今日はあなたもマハラジャ！マハラニ！
インドの文化・経済や横浜（日本）との関係に関する展示、セミナー、ワークショップ、
パフォーマンスを開催。じっくり
体験できるイベントが盛り沢山
の、終日イベントです。

日時： 2010 年 10 月 23 日(土) 11：00～20：30
会場： 横浜開港記念会館 全館
横浜市中区本町 1-6
JR 京浜東北根岸線・市営地下鉄「関内駅」より徒歩 10 分、
みなとみらい線「日本大通り駅」より徒歩 1 分

主催： 横浜ムンバイ友好委員会
共催： インド舞踊研究所ナーティヤ・マンジャリ・ジャパン NMJ
後援： 横浜市都市経営局、インド大使館、日印協会、横浜インドセンター、
横浜インド文化交流委員会、NATYA MANJARI 他
企画制作： 横浜インド文化祭実行委員会
※ 詳細については上の画像をクリックしてください。

IDEC 主催 第 3 回インドビジネス懇談会（主催）

IDEC 主催 第 3 回インドビジネス懇談会
インドビジネスを実践している、考えているという企業の皆様が主体となって、それぞれ
の課題や関心事などについて意見交換し、交流を深めていきました。
日 時： 平成 22 年 10 月 21 日（木） 14：30～17：00
場 所： （財）横浜企業経営支援財団 大会議室
横浜市中区太田町２－２３ 横浜メディア・ビジネスセンター６階
参加者： 15 名
費 用： 無料（事前登録制）
主 催：（財）横浜企業経営支援財団（事業主幹）、（社）横浜インドセンター

「ディワリ・イン・ヨコハマ 2010」（後援）

「ディワリ・イン・ヨコハマ 2010」
毎年恒例のディワリ・イン・ヨコハマが 2010 年も 10 月 16、17 日に山下公園で開催され
ました。ディワリはインドのお祭り「光の祭典」で、美味しいインド料理、シタール演奏などの
インド音楽、インド古典舞踊、インド雑貨等、インドの文化を思い切り楽しめるインドフェステ
ィバルです。
当センター事務局も広報出展しました。

チラシの PDF はこちら

日時： 平成 22 年 10 月 16 日（土）、17 日（日） 10:00～20:00 雨天決行
場所： 山下公園お祭り広場（横浜市中区山下町）
費用： 入場無料
主催： ディワリ・イン・ヨコハマ 2010 実行委員会、社団法人横浜インド商協会
後援：一般社団法人横浜インドセンター 他

インドビジネスセミナー「南インド自動車産業セミナー」（主催）
インドビジネスセミナー

「南インド自動車産業セミナー」
堅調な経済成長を続けるインドでは、7 月の新車販売台数が前年比で 36.9％の伸びを示すなど、国内の自
動車市場は急速な拡大を見せています。こうした中、スズキ、日産、トヨタを始めとする日系自動車メーカー
に続き、日系部品メーカーの進出も拡大しつつあります。今回のセミナーでは南インドにおける自動車産業
や進出日系企業の最新動向についてご紹介するとともに、TVS モーターズや Ashok Leyland 等の地元を代
表する自動車メーカーの幹部から、各社の現状や日系部品メーカーとの協力の可能性についてプレゼンテ
ーションして頂きました。

日時： 2010 年 10 月 13 日（水）
【セミナー】13 時 50 分～17 時 00 分 （開場：13 時 30 分）
【交流会】17 時 00 分～18 時 00 分
会場： 【セミナー・交流会】 横浜シンポジア
〒231-0023 横浜市中区山下町 2 番地 産業貿易センタービル 9 階
プログラム：
13：30～ 受付開始
13：50～14：00 開会挨拶 （10 分）
14：00～14：30 「インドの自動車産業動向」（30 分）
Mr. K. Ramesh, Head, Major Conference, CII（インド工業連盟）
14：30～14：40 質疑応答（10 分）
14：40～15：10 「注目される南インドの現状・進出日系企業の動向」（30 分）
JETRO チェンナイ事務所長 藤井 真也
15：10～15：20 質疑応答（10 分）
15：20～16：50 「インドの自動車企業紹介」 （質疑応答含 90 分）
Mr. C. N. Prasad, President & CEO, Sundaram-Clayton Ltd. (TVS グループ企業）
Mr. E. Balasubramoniam, Progam-Director, Ashok Leyland
17：00 交流会
主催： 横浜インドセンター、ジェトロ横浜
後援： 神奈川県、横浜市経済観光局、横浜商工会議所、神奈川産業振興センター、
横浜企業経営支援財団、神奈川県中小企業団体中央会、横浜貿易協会
参加費： 無料

参加者： 147 名

インドビジネスセミナー「インドマーケットを読み解く」（主催）
インドビジネスセミナー

インドマーケットを読み解く
～台頭する中間層と急速に発展する Tier2 都市圏～
本セミナー第 1 部では、インドの市場としてのポテンシャルを、今後激増するとされる都市在住の「中間層」に
フォーカスを当て、その実際のライフスタイルや消費動向等を、1000 件以上の家庭への訪問インタビューに
基づいた豊富な実例も交えながら紹介しました。
また、第 2 部では、インドの消費を牽引する富裕層・中間層の地理的分布に焦点を当て、インドマーケット攻
略のための戦略を考えました。インドに進出する際、日本企業の目が人口 400 万超の大都市にしか向かな
い中、欧米の多国籍企業やインド企業は人口 100 万～400 万のいわゆる Tier2 都市圏への展開を早め、そ
の市場に合わせた製品を投入・スキームを導入することで売り上げを伸ばし、先駆者利益を得ています。今
後新たな市場として有望視されるこれらの Tier2、Tier3 都市圏の概要と欧米企業の成功例、日本企業が参
入する際の課題と戦略について、100 社を越えるインド進出済みの日本・欧米企業及びインド企業へのイン
タビュー結果をもとにご提案しました。
日時： 2010 年 10 月 1 日(金) 開場 13：00 講演 13：30～16：30
場所： 産業貿易センタービル ７F 720 会議室
横浜市中区山下町 2
プログラム：
第 1 部 「台頭する中間層とそのライフスタイル及び消費動向」
・中間層とは何か、その定義－年収による分類・社会階層分類（SEC）等の観点から
・今後 20 年間で激増し最大のボリュームゾーンとなる中間層
・Tier1 都市圏（5 大都市）の中間層・富裕層の最新の生活実態と消費動向 他
講師：繁田 奈歩 氏
【略歴】 インフォブリッジグループ代表。2008 年からインド現地のマーケティングリサーチ会社、Market Xcel Data Matrix Pvt. Ltd.との合
弁事業を開始し、インド事業を本格化。現在、中国・インドを中心としたアジアで、マーケティングリサーチおよびコンサルティング、日系企
業進出サポート事業を展開している。

※第 1 部の配布資料の PDF はこちら
第 2 部 「Tier2 都市圏の市場としてのポテンシャルと攻略のために必要とされる戦略」
・インドの都市発展の特色と注目すべき発展著しい Tier2 都市圏
・Tier2 都市圏での成功のために必要とされる戦略、欧米企業の成功例 他
講師：又木 毅正 氏
【略歴】 株式会社野村総合研究所 事業戦略コンサルティング部 主任コンサルタント。専門はエネルギー・インフラ業界、B to B 系製
造業、インドなどへの海外進出支援、営業改革など。

主催： 一般社団法人横浜インドセンター
協賛： 株式会社野村総合研究所、株式会社インフォブリッジマーケティング＆プロモーションズ、インド新聞
後援： ジェトロ横浜貿易情報センター、財団法人神奈川産業振興センター、財団法人横浜企業経営支援財
団
参加者： 90 名
参加費： 横浜インドセンター（YIC）会員：無料、YIC 非会員：1,000 円/人

インド・プネ 製薬・バイオ、化学企業ミッションとの交流会（主催）

プネ 製薬・バイオ、化学企業ミッションとの交流会
神奈川県と横浜インドセンターでは、インドのプネとネパールから製薬・バイオ、化学企業
のミッションが来浜するのを受けて、交流会を下記の通り開催しました。

日時： ２０１０年９月２９日（水）１７：３０～１９：００
場所： メルパルク横浜 ７階 レインボー
横浜市中区山下町１６番地 電話：０４５－６６２－２２２１
主催： 神奈川県、横浜インドセンター
後援： ジェトロ横浜
協力： （財）海外技術者研修協会（AOTS）
出席者： 55 名
------------------------------------------------------------------プネ製薬・バイオ、化学企業ミッション 来日企業リスト （7 社 8 名）
【インド】
・Dr. Santosh Vyas (Praj Idustries Ltd.)
・Mrs. Sonali Malvankar (Astute Groups)
・Mr. Ramesh R. Divekar (Teknikraft)
【ネパール】
・Mr. Hari Bhakta Sharma (Deurali-Janta Pharmaceuticals Pvt. Ltd.)
・Mr. Deepak Prasad Dahal (Medivet Pharmaceuticals Lab. Pvt. Ltd.)
・Mr. Mahesh Kumar Gorkahali (Nepal Pharmaceuticals Lab. Pvt. Ltd.)
・Dr. Jeevan Lal Amatya (Serene Pharmaceuticals Pvt.Ltd.)
・Mr. Mahendra Bahadur Amatya (Nepal Pharmaceuticals Lab. Pvt. Ltd.)

第 5 回インドビジネス情報サロン（主催）

第 5 回インドビジネス情報サロン
当センターでは下記の通り第 5 回インドビジネス情報サロンを開催しました。
日 時 平成 22 年 9 月 8 日（水）午後 4 時～午後 6 時 30 分
会 場 かながわグローバルビジネスセンター 商談室
横浜市中区山下町 2 産業貿易センタービル 2 階
内 容 16：00～17：10 講演・質疑応答
「県内企業に聞くインドビジネスの実際 その 3」
講師 五十嵐 一浩 氏 五十嵐電機製作所 代表取締役社長
17：10～17：20 休憩
17：20～18：30 交流会（飲み物・軽食付き）
主 催 一般社団法人 横浜インドセンター(YIC）
参加費 ＹＩＣ会員 １，０００円/人

非会員 ２，０００円/人

参加者 ２８名
※五十嵐社長の講演内容の PDF はこちらから

第 4 回インドビジネス情報サロン（主催）

第 4 回インドビジネス情報サロン
第 4 回インドビジネス情報サロンを下記の通り開催しました。
インドビジネス情報サロンは、インドへ進出を計画・検討している中堅・中小企業の皆様を対象
に、インドビジネスについて豊富な経験とノウハウをお持ちの方々に具体的、実務的な情報を
お話しいただき、その後講師を交え情報交換及び参加者相互の交流・ネットワーキングを行う
定期開催のイベントです。
日 時 平成２２年８月２６日（木）午後４時～午後６時３０分
会 場 かながわグローバルビジネスセンター 商談室
横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル２階
内 容
16：00～17：10 講演・質疑応答
「インドとインドでの起業の実態」
・進出のプロセス
・ビジネスの実態と今後の課題
・生活設営、インド人との付き合い方
講師 浪瀬 靖志 氏
東洋インキ製造株式会社 国際事業本部 アジア・オセアニア事業部
西南アジア課 課長
【浪瀬靖志氏略歴】
1991 年入社、営業を経て 2001～2002 年ハンガリー、2002～2006 年香港、2006～2010 年 3 月までインド
に駐在。
特にインドにおいては第一期の駐在員として Toyo Ink India Pvt. Ltd.及び販売会社である TechNova Toyo
Ink Pvt. Ltd.の設立から工場建設に至るまでの立ち上げを経験。
【東洋インキ製造株式会社プロフィール】
本社：東京都中央区、資本金 317 億 3350 万円、1896 年創業、1907 年法人設立、印刷用インキ、塗料、
顔料等の製造販売。海外拠点はインドを含め既に 17 ヶ国に進出済み。
17：10～17：20 休憩

17：20～18：30 交流会（飲み物・軽食付き）
主 催 一般社団法人 横浜インドセンター(YIC）
参加費 ＹＩＣ会員 １，０００円/人

非会員 ２，０００円/人

出席者 ２７名

第 2 回 インドビジネス懇談会(後援）

第 2 回 インドビジネス懇談会
インドで事業をしている方・計画中の企業の方にご参加いただき、其々の
課題や関心事等について意見交換をしました。
※ナビゲーター IDEC グローバルビジネスアソシエイト 山下 貞良氏
日 時：平成 22 年 8 月 6 日（金） 14：30～17：00
会 場：横浜企業経営支援財団 産学連携サテライトオフィス
横浜市中区太田町２－２３ 横浜メディア・ビジネスセンター６F
対象者：インドへの事業展開を実践・計画している横浜市内企業等
参加費：無料
出席者：12 名
主 催：（財）横浜企業経営支援財団（IDEC)
後 援：一般社団法人横浜インドセンター

タミル・ナドゥ州政府代表団との意見交換会・交流会（主催）

タミル・ナドゥ州政府代表団との意見交換会・交流会
タミル・ナドゥ州政府より K. S. スリパティー筆頭主席次官をはじめとする州政府関係者 3 名、
同州産業界から 3 名から成る合計 6 名の代表団が来日したのを受けて、当センターでは
意見交換会並びに交流会を開催しました。

日時： 平成 22 年 7 月 8 日（木）
意見交換会 16:15～17:15 交流会 17:45～19:30
場所： メルパルク横浜 ７F 望洋の間
横浜市中区山下町 16

主催： 横浜インドセンター、ジェトロ横浜、神奈川県
参加者： 意見交換会 30 名 交流会 50 名

インドビジネスセミナー「迫り来るインドの波」（主催）

インドビジネスセミナー
「迫り来るインドの波
～インド市場で世界と闘うためには～」
本セミナーでは、インド経済に精通する国際基督教大学の近藤正規准教授と、ヒーロー・ホ
ンダ社長、ホンダ・シエル・カーズ・インディア社長を歴任し、現在は株式会社ネクストマーケッ
ト・リサーチの顧問を務める藤崎照夫氏を講師に迎え、今後インド市場において日本企業の
とるべき戦略とはどういったものであるべきかを考察しました。

近藤 正規 氏

藤崎 照夫 氏

日時： 2010 年 6 月 15 日（火）14:00～16:30
会場： 横浜情報文化センター 情文ホール
横浜市中区日本大通 11 番地 TEL 045-664-3737
みなとみらい線「日本大通り駅」 情文センター口 ０分
http://www.idec.or.jp/shisetsu/s6-jouhou.php4?f=jouhou/6-map.htm
プログラム：
第 1 部 講演 14：00～15：00
「インド経済と日系企業の取り組み」
講師：近藤 正規 氏 （国際基督教大学 教養学部上級准教授）
第 2 部 講演 15：15～16：15
「インド進出上の留意点」
講師：藤崎 照夫 氏 （株式会社ネクストマーケット・リサーチ 顧問）

質疑応答
主催： 株式会社エヌ・エヌ・エー、横浜インドセンター
後援： 財団法人横浜企業経営支援財団、財団法人神奈川産業振興センター、
ジェトロ横浜貿易情報センター、社団法人横浜貿易協会
参加費： 無料
参加者： 140 名
関連記事：
NNA ASIA 2010 年 6 月 16 日付
印事業成功の鍵は「粘り腰」：NNA のセミナー、東京と横浜で

第 4 回（平成 22 年度第 1 回）理事会・総会・会員交流会
第 4 回（平成 22 年度第 1 回）理事会、総会及び会員交流会を下記の通り開催致しました。
日時： 2010 年 6 月 14 日（月）
理事会 16：00～16：30

総

会 16：30～17：00

交流会 17：00～18:00
会場： メルパルク横浜
議題： 平成 21 年度事業報告及び収支決算について
役員（理事）の選任について 他

インド短期留学セミナー（主催）

インド短期留学セミナー

『未来を切り拓くインド留学』
～新しい留学のデスティネーション～
本セミナーでは、インドの魅力を“人的資源”という観点から捉え、国際社会で活躍する
優秀な人材を大量に輩出するインドの教育の秘密を、産学連携の状況も含め多面的に
探るとともに、グローバル目線でインドを捉えた時に見えてくるインドの将来性への理解を
促し、日本の若者が今後インドとどのように向かい合うべきなのかを提示しました。
併せて、大学生向けの夏季インド短期留学プログラムと、体験者の声を紹介しました。
日時： 平成 22 年 6 月 10 日（木）13：30～16：30
会場： 産業貿易センタービル 7F

720 会議室

内容：
第１部 講演 13：30～15：00

『何故インドか？』
～グローバルな「問題解決力」は「混沌と多様性」の中で育つ～
・多様性の価値の発見と評価
・インド人材育成の強み―教育界と産業界の強力な連携 他
講師：崎川 茂郎 （さきかわ しげお）氏
【略歴】
三菱商事（株）、ドイツ三菱商事（化学品）、米国三菱商事ＶＰにおいて
国際ビジネスを豊富に経験。その後、矢崎総業株式会社取締役人材
開発室長（グローバル人事部長兼務）として、人材開発、社員教育、海
外子会社の経営者教育等に携わり、約 19 万人の外国人社員を抱える
同社の海外展開のための人材育成に尽力した。
現在は株式会社ソフトブリッジグローバルスタディーズ顧問として、同社の
インドでの日本人グローバル人材育成プログラムの開発に携わり、企業研修
やセミナーの講師を務めるなど、多岐にわたり活躍中。
※ 当日の講演内容の PDF はこちら、配布資料はこちら⇒その 1、その 2
休憩 15：00～15：15
第２部 インド留学プログラムの紹介 15：15～16：30
・夏季インド短期留学プログラムのご案内
（英語＋IT、Web デザイン、異文化理解 等）
・インド留学体験者の声
・質疑応答

対象： 将来のインドビジネスを担う人材の育成を視野に入れたインド留学・研修プログラム
に関心のある学生、教育機関関係者、企業関係者（人材育成・人材開発担当者等）、一般
参加者： 40 名
参加費: 無料
主催： 株式会社ソフトブリッジグローバルスタディーズ、一般社団法人横浜インドセンター
後援： 社団法人横浜貿易協会、ジェトロ横浜貿易情報センター

インドビジネスセミナー「インドビジネスを成功させるには」

インドビジネスセミナー
「インドビジネスを成功させるには」
～日印ビジネス経験の豊富なインド人の視点から～
欧米では大企業のインド進出が一段落し、これからいよいよ中小企業のインド市場参入が
本格化すると言われています。翻って日本では、大企業でさえまだその多くがインド進出を果
たしておらず、また進出から日が浅い多くの日本企業が苦戦を強いられているのが現状です。
本セミナーでは、日印ビジネスに長年携わり、日印双方の文化・ビジネス習慣に精通した
インド人ビジネスマンの視点から、何故日本企業のインドビジネスが上手くいかないのか、どう
すればインドビジネスを成功に導くことができるのかを提言しました。
日時：2010 年 5 月 27 日（木） 13：30～16：30
会場：神奈川中小企業センタービル 14F 多目的ホール
（横浜市中区尾上町 5-80）
内容：
第 1 部 講演：（英語。日本語による要約の配布あり）
講師：ディワーカル ニガム氏
（ニュージェンソフトウェアテクノロジーリミテッド 代表取締役社長）
【略歴】
インド・マディヤ プラデーシュ生まれ。1976 年インド工科大学マドラス校にて情報処理学
修士号を取得後、インド最大のコンピュータメーカ HCL に入社。’78 年同社を退社し、元同
僚 4 人でソフテック社（Softek）を設立。OS、コンパイラー、ヒンディー語の初のワードプ
ロセッサー「アクシャル」などを自社で開発し、ソフトウェアメーカのパイオニア企業と
して名を馳せる。’92 年に同社を退社、ニュージェン社を設立。自社製ドキュメントマネー
ジメントソフト「オムニードックス」を開発。また文書管理分野にて様々な製品やカスタム
ソフトなども開発し、ニュージェン社をこの分野のリーダー的存在と言われるまでに育てる。
’87 年のソフテック時代よりキヤノン株式会社のソフト開発請負を始め、今日まで 20 年以上
にわたり東芝株式会社、コニカミノルタ株式会社などを含む日本企業とのビジネスを手がける。
第 2 部 パネルディスカッション：（日本語）
パネリスト：
ラマ タントリー氏 （マインドツリー・リミテッド 日本支社長）
ジャグモハン S. チャンドラニ氏 （ジャパンビジネスサービス有限会社 代表取締役）
I.M. チュガニ氏（有限会社ジーエムシージャパンリミテッド 代表取締役）
J. プレム アナンド（サオラ株式会社 副社長）
西山 征夫氏（ジェネシス株式会社 代表取締役）
橋本 惠夫（横浜インドセンター 参与）
内田 千代（横浜インドセンター 事務局）
モデレーター：
須田 アルナ（サオラ株式会社 代表取締役）
※パネリストとモデレーターの略歴はこちら
参加者数：80 名
参加費：無料
主催：サオラ株式会社内グローバルシチズンシップセンター、横浜インドセンター
後援：（財）神奈川産業振興センター、（財）横浜企業経営支援財団、
（社）横浜貿易協会、ジェトロ横浜貿易情報センター
関連記事：
化学工業日報 2010 年 6 月 4 日付
NNA ASIA 2010 年 6 月 7 日付

横浜産業新聞

ナーティヤ・マンジャリ・ジャパン発表会（後援）

南インド古典舞踊バラタナティヤム教室
ナーティヤ・マンジャリ・ジャパン 発表会

「Ganesh Anjali」
日時：

2010 年 5 月 16 日（日）13：30 開場

14：00 開演

会場： 神奈川公会堂
横浜市神奈川区冨家町 1-3 Tel.045-432-3399
踊り：

舞踊教室ナーティヤ・マンジャリ・ジャパン

チケット： 前売り 1500 円、当日 1800 円、小学生以下無料
※当センター会員は 1000 円に優待割引有。
詳細は下記サイトをご覧下さい：
http://www.geocities.jp/gameradevi7/sub123.htm

