第５回

インドトレンドフェア 東京 2019

２０１9.7/24（水）・25（木）・26（金） １ベルサール渋谷ガーデン
０：００am 〜 6：００pm

インドテキスタイル産業
「ビジネス動向と発展」
セミナー

2019 年 7 月 24 日 ( 水 ) 16:30〜18:00

ベルサール渋谷ガーデン B1F (A ホール） ( 受付開始 16:00〜)
ネットワーキングパーティー 18:00 〜 20:00
NPO 法人 日印国際産業振興協会 (JIIPA) はインド政府繊維省と在日インド大使館後援・ご協力のもと「第 5 回インドトレンドフェア東京
2019」
を 2019 年 7 月 24 日 ( 水 )〜26 日 ( 金 ) の 3 日間ベルサール渋谷ガーデンにて開催致します。
令和元年初、そして第 5 回目となる
『イン
ドトレンドフェア東京 2019』
には広大なインドの東西南北の土地から、選りすぐりの 110 社以上の出展者の商品が集まります。
特に注目すべき
ラインナップは、現在話題となっている環境にやさしい「エシカル」な商品とインドらしい IT 技術と長年の職人技を融合させたラインナップで
す。 インドは長年の歴史の中でアーユルヴェーダやスパイスや数学の豊富な叡智と共に 20 以上の言語と文化、更に英国やフランスの影響
をも受けながら目覚ましく発展してきたデジタル・アナログの両者を兼ね備えた、
次期の経済大国として期待されている国家と言えるでしょう。
展示会開催中に日本の皆様との交流の機会を求めるため、インドの繊維産業およびビジネスチャ ンスについてのディスカッション & セミナー
を下記の日程で開催いたします。 是非ともインド現地から来日する生産者と交流し、真のインド文化とファッションの素晴らしさに直に触れて
みてください。
百聞は一見に如かず！皆様のご来場をお待ちしております！

対象者 : 貿易、
企業コラボレーション、
技術・製造、
バイヤー様など、
日印間のビジネスチャンスを探している日本企業様
■プログラム（予定）

16:30-16:40

ご挨拶：

駐日インド大使館

16:40-16:50

ご挨拶：

日印国際産業振興協会 (JIIPA) 名誉理事 柳ヶ瀬 洋介

16:50-17:20

プレゼンテーション： インド政府繊維省、
テキスタイルコミッティ次官アジット チャワン氏
" インドテキスタイル産業
「ビジネス動向と発展」
"

17:20-18:00

プレゼンテーション： 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター プロジェクトマネージャー 岩田純治
" 映像で見るインド生産現場のレポート 〜インド生産を成功させるために "

18:00〜

ネットワーキングパーティー： 参加無料 ( 立食バイキングの軽食をご用意いたしております。
)
※挨拶、
講演内容及び登壇者は予告なく変更される場合があります。

■ 会場

【ベルサール渋谷ガーデン】〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー B1F (A ホール）
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs̲shibuyagarden/access/

■ 主催

日印国際産業振興協会、
一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

■ 後援
（予定）

日本貿易振興機構 ( ジェトロ )、
日本・東京商工会議所、
日本インテリアファブリックス協会、
日本百貨店協会、
日本チェーンストア協 会、
日本
ドゥ・イット・ユアセルフ協会、
日本小売業協会
アパレル輸出促進協議会 (Apparel Export Promotion Council)、インドハンディクラフト輸出振興協会 (Export Promotion Council for
Handicraft), (The Cotton Textiles Export Promotion Council)、手織り機製品輸出促進協議会 (The Handloom Export Promotion Council)、
ラジャスタン州の衣料品輸出業者協会 (Garment Exporters Association of Rajasthan)

■ 参加費

無 料（事前登録必要）

■ 言語

日英逐次通訳付き

■ 定員

150 名
（先着順。
定員になり次第締切ります。
）

申込み期日

申し込みFAXまたはメール

2019年7月24日
（水） Fax: 03-5733-5047
当日12:00 締切

E-mail: info@npo-jiipa.org
TEL: 03-5733-5068

日本代表事務局

特定非営利活動法人 日印国際産業振興協会

Japan India Industry Promotion Association (NPO)

【東京都認可 / 生都管法特第 291 号】
〒105-0004 東京都港区新橋 6-9-2 新橋第一ビル本館２FD 号
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参加申込書
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会社名
(英語)

(英語)

(英語)

(英語)
(〒

)

住所

連絡先

（TEL）

（FAX）

（E-mail）
※ご記入いただいた情報は適切に管理し、本交流会開催のために使用するほか、
主催・共催団体からの各種連絡・情報提供のために利用しますので、
ご了承下さい。
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