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インド:北部の日本企業向け「ギロット工業団地」について 

 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

国際企画部 情報戦略グループ 

21 世紀の有力マーケットとしてインドが注目される中、インド北部は、既に二輪の一

大生産拠点になっている他、四輪についてもハリヤナ州やラジャスタン州での大手日系自

動車メーカーの四輪工場の稼働により、日系四輪部品メーカーの進出が加速している。 

また、工場用地が不足する中、日系専用工業団地として開発されたラジャスタン州のニ

ムラナ工業団地には順調に日系企業が入居しており、入居企業数は 30 社近くに達してい

る。 

今回、ジェトロは、ラジャスタン州が日系企業専用工業団地として新たに「ギロット工

業団地」を開発し、2012 年 4 月以降に販売を開始することを明らかにした。 

 

 

インド北部（デリー首都圏）の工業団地 
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 ジェトロの担当者によると、ギロット工業団地の概要は以下の通り。 

「ギロット工業団地は、ニムラナ日本専用工業団地の第二フェーズとして位置付けてラジ

ャスタン州に要請してきたもので、ニムラナから国道 8号線をニューデリー側に約 5キロ

の場所、国道 8号線から西に 7 キロ程度入った丘陵地付近を開発することでほぼ合意して

いる。分譲条件、価格などは未定で、今後、州政府と詰める。」 

「ギロット工業団地は総面積 500 エーカー（約 200ha）。総面積には、公共の道路なども

含むので、企業への分譲面積は約半分程度になる。」 

 

【ニムラナ工業団地、ギロット工業団地周辺図】
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【本レポートに関するお問い合せ先】 

 国際業務部（東京）地域戦略グループ 田中  誠  E-mail:makoto_10_tanaka@mufg.jp 

                   森  剛彦  E-mail: takehiko_mori@mufg.jp 

 国際業務部（大阪）         水野  勇 E-mail: isamu_mizuno@mufg.jp    

ニューデリー支店   倉田朋之  E-mail: tomoyuki_kurata@in.mufg.jp  

           森 宣明  E-mail: nobuaki _mori@in.mufg.jp 
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【レポート作成】 

国際企画部 情報戦略グループ 北村広明 E-mail: hiroaki_2_kitamura@mufg.jp  

 

 

 

・ 本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘、アドバイザリーフィーの受入

れ等を目的としたものではありません。本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの

取引を応諾したこと、またそれらの取引の実行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や、

適法性等について保証するものでもありません。 

・ 本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。 

・ 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するもので

はありません。 終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の

判断、その他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いま

せん。実際の適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。 

・ 本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱東京 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または

全部について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。 

・ 本資料の内容は予告なく変更される場合があります。 
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三菱東京ＵＦＪ銀行のインド拠点のご案内 

 

インドでは、ニューデリー･ムンバイ･チェナイの 3 地域で支店を展開しています。 

 

１． 所在地・連絡先など 
 

(1) ニューデリー支店（New Delhi Branch） 

①住所 ・Jeevan Vihar 3, Parliament Street, New Delhi 110001, 

India 

②TEL 番号 ・91-11-4100-3456 

(2) ムンバイ支店（Mumbai Branch） 

①住所 ・15th Floor, Hoechst House, 193 Vinay K. Shah Marg,  

(Backbay Reclamation) Nariman Point, Mumbai 400021, 

India 

②TEL 番号 ・91-22-6669-3000 

(3) チェナイ支店（Chennai Branch） 

①住所 ・Seshachalam Centre, 6th & 7th Floor, 636/1, Anna Salai, 

Nandanam, Chennai,  600 035，India 

②TEL 番号 ・91-44-4560-5810 

 

 

２．業務内容 

 

 ニューデリー支店、ムンバイ支店、チェナイ支店とも、フルバンキングライセンス 

を取得しており、預金、貸出、外国為替など、広範なサービスのご提供が可能です。 
 

(1) 預金業務（BTMU-CMS サービス取扱可） 

①通貨 ・インドルピー、米ドル、日本円、ユーロ他 

②口座種類 ・当座預金、普通預金、定期預金、譲渡性預金 

・現地法人へ派遣されている方の個人口座も開設可能 

(2) 貸出業務 

①通貨  ・インドルピーのみ 

②貸出形態 ・短期ローン、長期ローン共に取り扱い可能 

(3) 外国為替業務 

取引種類 ・輸出入、国内／外国送金、保証に関わる全ての業務 

(4) デリバティブ 

①取引種類 ・為替予約など 

②通貨 ・インドルピー、米ドル、日本円、ユーロ他 
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