
② Kunji Forgings Pvt. Ltd. ISO9001, ISO14001, ISO18001

取締役 チャウダリー・トゥシャール
韓国、シンガポール、中東、ヨーロッパ、北米への輸出実績あ

り。日本市場向けの販売、クライアントおよびパートナーの発

掘に関心あり。

資本金／9800万円 従業員数／45名 事業内容／鍛造品製造業、精製業

売上高／9億5700万円 主要製品・サービス／船舶鍛造部品、産業用機械鍛造部品

本社／ウッタル・プラデシュ州ガーズィヤーバード ホームページ／www.kunjforge.in

③ Innovative Health Care Pvt. Ltd. ISO22000:2005, ISO9001:2008, HALAL

CEO サクシヴェル・モハン
日本、韓国、シンガポール、マレーシア、フランス、アルゼン

チンへの輸出実績あり。日本の醸造醤油の製造に関する技術移

転やジョイントベンチャーに関心あり。

資本金／1000万円 従業員数／50名 事業内容／食品香料製造販売業

売上高／3000万円 主要製品・サービス／大豆たんぱく、アミノ酸、魚醤等

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.ihcinfo.com

④ Heat Craft Engineers Pvt. Ltd.

CEO カスツリランガン・スリニヴァサン
日本企業との製品の代理店や輸入に関する商談に関心がある。資本金／7500万円 従業員数／35名 事業内容／産業用及び住宅用設備工事業

売上高／3億円 主要製品・サービス／暖房・換気・空調製品、火災警報器、セキュリ
ティシステム

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.heatcraft.in

⑤ Jim Electronics

経営者 ジムソン・コイマニ
主に企業オフィス、病院、学校、ホテル、住宅向けに空気調整

装置を販売している。日本企業とのジョイントベンチャーや技

術連携に関心がある。

資本金／4470万円 従業員数／15名 事業内容／空気調整装置の管工事業

売上高／200万円(年間） 主要製品・サービス／電子ブザー製造、空気調整装置販売施工

本社／タミル・ナドゥ州ティルネルベリ ホームページ／-
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⑥ Astrotech Steels Pvt. Ltd. ISO9001:2008

常務取締役 ミランダ・アルン
アメリカ、韓国、イギリスへの輸出実績あり。日本企業との

ジョイントベンチャーや技術連携に関心がある。
資本金／12億円 従業員数／225名 事業内容／工業用ファスナー製造メーカー

売上高／26億円 主要製品・サービス／工業用ファスナー、特殊鋼製品、建設用部品

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.astrotechsteels.com

⑦ Diamond Band Knife Mfg Co ISO9000

社長 ペンダャル・ジャイ シマー
UAE向けの輸出実績あり。インド市場に向けた、裁断・クリー

ズ(罫線）ルールの製造・販売を目的に、日本企業との技術提携

を期待している。

資本金／4億円 従業員数／25名 事業内容／工業機械用刃物製造

売上高／3億円 主要製品・サービス／裁断機用刃物（紙、ダンボール、皮、パッキン等）

本社／アンドラ・プラデシュ州ハイデラバード ホームページ／www.bandknife.com

⑧ Seasky

担当者 A.R. モハメド・アズハルディン
スリランカへの輸出実績あり。日本への輸出に関心あり。主要

商品以外の物でも検討可能。日本のバイヤーとの商談を期待し

ている。

資本金／500万円 従業員数／14名 事業内容／屋根用タイル等の製造

売上高／650万円 主要製品・サービス／屋根用タイル製造、ココピート（ココナッ
ツ繊維）、ふるい、香辛料、キャンバス生地

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／-

⑨ PSS Ganesan & Sons

業務執行社員 ガネサン.・ソマサンカール
GMP（適正製造規範）に適合している自社工場設備各種で調

味料、ハーブ原料の製造加工を行う。中国、ドイツ、アメリカ

への輸出実績あり。日本企業への納入・輸出に興味あり。

資本金／1500万円 従業員数／30名 事業内容／調味料製造、茶製造

売上高／7000万円 主要製品・サービス／センナ葉、香辛料(ターメリック、ガルニシ
ア）、ハーブ

本社／タミル・ナドゥ州ツチコリン ホームページ／http://herbelixirs.net

■ 製造関連

① Sanmar Group ISO9001

副会長 N. クマール
化学工業製品（ポリ塩化ビニール樹脂、苛性ソーダ、塩素誘導

体等製造）の製造をはじめ、海洋事業、IT、インフラ事業等を

手掛ける多国籍コングロマリット。

資本金／- 従業員数／ 事業内容／化学工業製品製造、船舶海洋事業、
エンジニアリングテクノロジー

売上高／- 主要製品・サービス／化学工業製品、機械安全装置（ラプチャーディスク、メ
カニカルシール、バルブ等）、海上輸送

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／http://www.sanmargroup.com

⑩ Attivo Economic Zones

社長（ビジネス開発部門） ピーター・ラグヒニ インド金融大手のSREI社と西ベンガル産業インフラ開発公社

（WBIIDC)とのジョイントベンチャー。特別経済区(SEZ)や国

内一般関税地域(DTA)の優良インフラ工業スペースの提供。日

本の製造企業との商談を期待している。

資本金／～50億円 従業員数／100名以上 事業内容／工業団地建設業、保税倉庫業者

売上高／30億円 主要製品・サービス／特別経済区および国内一般関税地域関連事業

本社／西ベンガル州コルカタ ホームページ／www.attivo.co.in

■ 工業団地



⑭ A. K. Mylsamy & Associates L. L. P

法律事務所パートナー弁護士 P.S・スマン 会社法・商法分野、特に外為法（インドへの外国直接投資、合

弁会社、M&A、知的財産権、契約書作成等）に特化したサー

ビスを広く提供している。日本企業との実績あり。インド進出

を検討している日本企業との商談に期待している。

資本金／- 従業員数／13名 事業内容／法律事務所

売上高／- 主要製品・サービス／企業法務全般についての相談

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／-

⑯ Parikh Synergies Private Limited

取締役 パリク・サンジャイ インドでの会社設立やビジネス構築に関わるビジネス・貿易コ

ンサルティングを行う。インドにおける日本企業のエージェン

トとして商品販売や貿易機会の開拓も行う。日本企業との商談

に期待している。

資本金／- 従業員数／5名 事業内容／ビジネスコンサルタント業

売上高／- 主要製品・サービス／ビジネスコンサルタント

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.parikhgroup.in

■ 法律・会計事務所

⑬ EXIM Consultants

主席コンサルタント ラマチャンドラ ラオ・パドマナバーン インド行政機関との業務経験を生かし、インド進出を検討して

いる日本企業へ、会社設立手続きに係る法的な事項の支援を行

いたい。日本語に強いスタッフも擁している。また、インド側

の顧客が日本でビジネスを設立する際に技術的な協力を行って

くれる企業にも関心がある。

資本金／1420万円 従業員数／8名 事業内容／法律事務所

売上高／1050万円 主要製品・サービス／インドの関税制度、外国貿易政策を専門とした
法務サービス

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.eximconsultants.biz

⑮ S.S. Corporate Management Services Pvt. Ltd

リーガルアドバイザリー部門長 シュレヤンス・バーンダリ
日本企業との長期的な関係を築くとともに、2カ国間のビジネ

ス関係について理解を深めることを期待している。
資本金／- 従業員数／65名 事業内容／公認会計士事務所

売上高／- 主要製品・サービス／コンサルティング（法律、税務、ファイナンシャ
ル）、会計・マネージメントサービス

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.mitraa.in

■ ビジネスコンサルタント

⑰ Rupal Consulting

担当者 ウメッシュ・ゴサール

資本金／- 従業員数／ 事業内容／ビジネスコンサルタント業

売上高／- 主要製品・サービス／

本社／マハーラーシュトラ州ムンバイ ホームページ／-

⑪ Paramount Shipping Pvt. Ltd. AEO事業者, ISO9001:2000

取締役 アシュウィン・ヴィジャヤクマール 国際物流会社。現在、取り扱っている輸出貨物の内、65％は

日本やアジア諸国向け。日本の物流企業と、ターンキー方式で

のインバウンド・アウトバウンド事業およびシップメントに関

する提携やジョイントベンチャーに関心あり。

資本金／1500万円 従業員数／125名 事業内容／運輸業/国際輸送/通関業/倉庫業

売上高／7億円 主要製品・サービス／ロジスティックソリューション

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／www.paramountship.com

■ 運輸関連

⑫ Express Forwarders

担当者 P. スリージス
チェンナイの港湾、空港の輸出入通関手続きのサポートを行っ

ている。

資本金／- 従業員数／ 事業内容／通関業

売上高／- 主要製品・サービス／輸出入通関手続きに関するサービス

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／-
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⑱ Salai Holdings Pvt. Ltd.                                                       ISO9001, FSSAIライセンス

会長兼社長 ナレンバム・サマルジット シン
中東やASEAN諸国との取引実績あり。農産食品加工関連企業

（きのこ類、香辛料）および、不動産、旅行・観光関連企業と

のJVや業務提携に関心がある。

資本金／2000万円 従業員数／350名 事業内容／食品製造、建設業、貿易業

売上高／4750万円 主要製品・サービス／食用油、小麦粉、ベーカリー製品、精米、香辛料
（ターメリック、チリ）、コンクリート煉瓦等

本社／マニプール州インパール ホームページ／-

⑲ World Travel Club

社長 シルナグ・タミルセルヴァム
日印両国の観光客への対応方法や日本とのビジネス関係につい

て相互理解を深め、可能性があれば日本企業との提携に関心が

ある。

資本金／1500万円 従業員数／11名 事業内容／旅行会社

売上高／2000万円 主要製品・サービス／旅行全般に関する事業、国内外ツアー

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／http://www.worldtravelclub.in/

⑳ Indo-Japan Chamber of Commerce & Industry

事務局長 スグナ・ラマモールシー
日印両国間における貿易の拡大や投資をはじめ、経済・文化交

流の促進を図る活動を展開している。約250のインド企業が会

員。様々なファシリテーションサービスを提供している。

資本金／- 従業員数／- 事業内容／

売上高／- 主要製品・サービス／-

本社／タミル・ナドゥ州チェンナイ ホームページ／http://www.ijcci.com

■ 旅行会社

■ その他


