
平成２４年１１月２６日 

 

各 位 

 

経済産業省 

 

インド西部地域におけるミッション派遣のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高

配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、当省では、インド西部の経済開発、インフラ開発を推進しており、グジ

ャラート州のアーメダバードにて開催される投資イベント Vibrant Gujarat 

2013 にあわせて、別紙 1 のとおり、インド西部地域へのミッション派遣を実施

することとなりましたので、お知らせ申し上げます。 

 アーメダバードには、近年我が国を始め海外からの投資が大きく拡大してい

ます。Vibrant Gujarat ではセミナー参加（聴講又は発表）の機会を予定してお

り、現地の投資環境を理解できることや、インドで事業展開を行うための新た

な交流の機会となることが期待できます。また、現地視察や現地企業等との交

流機会を設ける予定です。今回の派遣では、同じくインドでの進出先として注

目されるデリー等も訪問する予定です。 

各位におかれましても、ご参加賜れれば幸甚です。 

                              敬具 

 

記 

 

１．日程   平成２５年１月８日（火）～１月１３日（日） 

 

２．訪問先  アーメダバード（グジャラート州）ほか（予定） 

 

３．参加条件 ・インドでインフラ事業への参画を検討されている企業やイン

ド各地投資等を検討されている企業の方 

・ ただし、東日本大震災における被災地（青森県、岩手県、宮

城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県のいずれか）に立地

していること 

 

◆渡航に関するお問い合わせ 

渡航についての詳細の調整は、本業務の委託先である(株)三菱総合研究所と

行っていただきますようお願いいたします。詳しくは、別紙１をご参照下さい。 

【連絡先】 

(株)三菱総合研究所 海外事業センター 大澤、ディン、奥村 

TEL: 03-6705-6028、E-mail: india_core2012@mri.co.jp



 

インド西部地域におけるミッション派遣の概要 
 

１．主 催   経済産業省 

２．目 的  現地の投資環境に理解を深め、インドで事業展開を行うための

新たな交流の機会とすること 

３．日 程 平成２５年１月８日（火）～１月１３日（日） 

４．訪問先   デリー（ビジネスマッチング交流、現地視察等）（予定） 

グジャラート州 アーメダバード（ビジネスマッチング交流等） 

※ アーメダバードでは国際サミット・トレードショーである

「Vibrant Gujarat 2013」に参加します。詳細は別紙２をご参

照ください。 

※ マハラシュトラ州 ムンバイでビジネスマッチング交流等

を実施する可能性もございます。 

５．行 程（案）  
 日付 日程 宿泊 

１ 
2013/1/8 
（火） 

東京発→ デリー着 デリー 

２ 
2013/1/9 
（水） 

デリー（企業訪問、ビジネスマッチング等） デリー 

３ 
2013/1/10 
（木） 

デリー（企業訪問等） 
デリー発→アーメダバード着 

アーメダバ
ード    

４ 
2013/1/11 
（金） 

アーメダバード 
（Vibrant Gujarat への参加、州政府幹部との面会） 

アーメダバ
ード 

５ 
2013/1/12 
（土） 

アーメダバード又はムンバイでビジネスマッチング等 
夜 アーメダバード又はムンバイ発 →  

機中 

６ 
2013/1/13 
（日） 

→東京着、解散 ― 

※ 日程は変更になる場合があります。 

Vibrant Gujarat ではセミナー参加（聴講やご希望により発表）やビジネスマ

ッチングなどの機会を設ける予定です。 

 

６．参加者数及び要件等 

・ 参加者は、インドでインフラ（ハード、ソフト）事業への参画を検討して

いる企業やインド各地に進出を検討している企業の方を想定しています。 

・ 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける被災地被災地被災地被災地にににに立地立地立地立地していることがしていることがしていることがしていることが要件要件要件要件となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県のいずれか） 

・ 参加者の決定に当たっては中小企業の方を優先とし、中小企業以外の方に

ついては、参加に当たって費用の負担をお願いする場合があります。 

・ 本ミッションの参加者数は、20 名程度を想定しています。 

 

 

 

別紙１ 



７．申込方法等 

参加をご希望される方は、参加申込書の必要事項を記入の上、１２月７日（金）

までに以下の【提出先】まで E-mail 添付又は FAX にてお送りください 

（※下記の注意の通り、可能であれば１１月３０日までにお申し込み戴くこと

をお勧めします）。 

ご注意 

（１）今回のミッションにご参加いただくには、パスポートとインドの VISA が

必要となります。 

（２）１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに、お申し込みいただければ、旅行会社に VISA

の代行申請を行うことができますので、後日別途お送りする「渡航手続

のご案内」を参照いただき、必ずお手続きをお願いいたします。 

（３）１２月１日（土）以降のお申し込みの場合に、インドの VISA をご自身に

て取得して頂くことをお願いすることになる可能性がございます。VISA

の取得方法については、下記【連絡先】にご相談下さい。 

 

なお、ご不明な点等ございましたら、下記の連絡先までお願いいたします。 

【提出先及び連絡先】 

㈱三菱総合研究所 海外事業センター 大澤、ディン、奥村 

TEL: 03-6705-6028、E-mail: india_core2012@mri.co.jp 

FAX: 03-5157-2144 

 

８．その他連絡事項 

・ 費用につきましては、1 社につき 1 名を上限に、往復航空券代（エコノミ

ークラス）、宿泊費、現地交通費等を事務局が負担致します。 

・ 上記ご注意事項に記したとおりビザの申請手続きが必要になります。な

お、ビザ料金及び手数料につきましては、1社につき 1名を上限に事務局が

負担いたします。 

 

 
ミッション訪問予定地の概要 

        デリーデリーデリーデリー 

アーメダバードアーメダバードアーメダバードアーメダバード 

ムンバイムンバイムンバイムンバイ



 

Vibrant Gujarat 2013について 
 

 
 

日程 ：2013 年 1 月 8 日（火）～13 日（日） 

   （サミットは 11 日（金）～13 日（日）） 

会場 ：グジャラート州アーメダバード近郊の国際会議場”Mahatma Mandir”  

 

 

Vibrant Gujarat は、グジャラート州政府の主催により 2003 年以降隔年で開かれる国際サミット

です。インド国内でも有数の産業コンベンションと目されており、国内外企業、研究者、技術者、行

政関係者、政策立案関係者などが多数参加しています。 

 また、併催されるトレードショーは、国内外の民間企業、各種団体、諸州政府などが、技術、イノ

ベーション、投資機会などを広く発表する場となっています。出展企業数は国内外合わせ 5,000 以

上、外国からの代表団の参加は10,000以上を数えるなど、世界101カ国からの参加が決まってお

り、6 日間で 150 万人の来場者が見込まれています。 

 

 
○ 全体のスケジュール 

 

 

 

日 時  内 容 

午前 開会式 

11 日（金） 
午後 

参加国セミナー 

パートナー団体セミナー 

テーマ別セミナー 

州セミナー 

ラウンドテーブル 

BtoB ミーティング 

午前 

中小企業コンベンション 

青年育成コンベンション 

参加国セミナー 

パートナー団体セミナー 

テーマ別セミナー 

インド政府セミナー 

その他セミナー 

ラウンドテーブル 

BtoB ミーティング 

12 日（土） 

午後 

州セミナー 

その他セミナー 

閉会式 

13 日（日）   BtoG 及び BtoB ミーティング 

別紙２ 



○ テーマ別セミナーの開催予定 

 

日 時 テーマ 

14：00～17：00 環境と持続性のための技術ソリューション 

14：00～17：00 港湾を中心とする開発 

14：30～17：30 風力・太陽熱エネルギー関連装置製造 
11 日（金） 

14：00～17：00 スマートシティの開発、インテグレーションと持続性 

10：00～13：00 グジャラート州～金融サービスの新たな拠点 

10：00～13：00 土地利用の効率化～都市開発 

10：00～13：00 青年コンベンション～青年をエンパワーすること 

10：00～13：00 グジャラート州～新しい輸送ハブ拠点 

12 日（土） 

10：00～13：00 中小企業コンベンション～成長は競争力から 

 
 
 
○ トレードショーにパビリオンが設けられる予定の重点産業セクター 
 

• 自動車及び自動車部品  

• 教育及び IT 

• 採鉱・鉱業 

• 代替エネルギー（太陽光熱、水力、風力、水処理を含む） 

• 不動産、インフラ、産業向け開発、都市開発 

• 石油、ガス、化学工業  

• 製薬、バイオテクノロジー  

• プラスチック及び先進技術  

• 宝石・宝飾品 

• 海外旅行、観光ホテル業  

• 港湾・造船・運輸 

• エンジニアリング、工作機械、材料分野 

• 発電・配電  

• 銀行・金融サービス及び IT 

• 農産物・食品加工  

• インド政府・州政府・公営企業のパビリオン 等 

 

参考：Vibrant Gujarat 公式 URL（英語） 

              http://www.vibrantgujarat.com/  



別紙３ 

個人情報のお取り扱いについて 

(株)三菱総合研究所 

インド西部地域におけるミッション派遣は、経済産業省からの業務委託により(株)

三菱総合研究所が事務局を務めております。当ミッション派遣へのご参加を希望され

る方は、以下の「個人情報のお取扱いについて」にご同意いただいた上で、別紙参加

申込書にご記入いただき、お申し込み下さいますようお願い致します。 

【個人情報のお取扱いについて】 

（1）ご記入いただきました個人情報は、当ミッションへの参加者管理の目的にの

み利用させていただきます。 

 

（2）ご記入いただきました個人情報は、必要なセキュリティ対策を講じ、厳重に

管理致します。 

（3）ご記入いただきました個人情報は、参加者確認のために当ミッションの主催

者である経済産業省に、また、ミッションに必要な予約及びビザの手配のため

に株式会社 JTB 法人東京に、それぞれ提供致します。 

（4）ご記入いただきました個人情報は、利用目的終了後、三菱総合研究所管理分

においては、弊社が責任を持って廃棄いたします。 

【個人情報に関するご連絡先、苦情･相談窓口】 

株式会社三菱総合研究所 広報・IR 部 広報室 

電話：03-6705-6004、FAX：03-5157-2169、E-mail：prd@mri.co.jp  

URL：https://secure.mri.co.jp/MRI/kojin  

【弊社の個人情報保護管理者】 

  株式会社三菱総合研究所 代表取締役副社長 西澤正俊 

 連絡先：03-5157-2111、E-mail:privacy@mri.co.jp 

◆弊社の「個人情報保護方針」「個人情報のお取り扱いについて」をご覧になりたい方

は http://www.mri.co.jp/TOP/privacy.html をご覧下さい。又、ご請求いただければお

送り致します。 
 

お問合せ番号：P026117-002-c  


