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アジアビジネス探索セミナーNEWS 

            アジアビジネス探索セミナー 編集長・増田 辰弘 

第８４回アジアビジネス探索セミナー（２０２２年７月２２日開催）の報告 

   

       インドビジネス７，インド人の効果的な攻略法 

    ― 怖がらず、油断せず、フレンドリーな対応がベスト ― 

   元富士フイルムインド ジェネラルマネージャー 塩田 顕太郎 

 

〇 7 年程駐在した私のインド感は大変複雑である。住めば住むほど、付き合えば付き合うほど

この国は解からなくなる。住んだ日本人の多数がインドを嫌いになり、少数が“大”好きになるの

は、以下のような「違和感」と「好感」が混ざり合ってのものであろう。 

「違和感」 

1  目に余る不潔、貧困 

2  Yes（同意）で左右に首を振る 

3  英語をインド弁で流ちょうに喋り、母語と英語を奇妙に混ぜる 

4  Hinglish でよく喋り、聞きたくもない持論／正論を滔々と述べる 

5  平気で適当なことを言う／知らないと言えない 

6  要求が執拗で際限がない 

7  難解なカースト 

8  異様な富裕層ヒンズーベジ 

9  おかしな健康志向 

10 指示されないと動かない 

11      公私（仕事 on/off）の区別が曖昧 

「好感」 

1  非暴力／非侵略 

2  自殺しないインド 

3  主人への忠誠心 

4  死への潔さ／往生際の良さ 

5  自分流の徹底、自信、プライド 

6  片言の英語で“My English is not perfect” と言い堂々としゃべるインド人 

7  臆せずどの場で誰に対しても自論／正論を堂々と言う文化／見識 

8  親日国 

9  公用語 15(人口／言語数ともヨーロッパに匹敵)で国を運営 

10 スピリチュアル大国 

11 ゼロを発見、計算の概念を生み、チェスを発明、世界 IT トップを輩出する天才インド 

12 人口増加／若年比率高／市場拡大、英語浸透／数字に強い／優秀人材多 

13 片手(右 or 左)の第一関節の先で器用に食べるインド人 

〇インドは世界の人口の１８％を占め、また IT 分野などで世界をリードする人材大国である。近

い将来人口で中国を、GDP で日本を抜くのが確実であり、日本人はこの「違和感」を乗り越えて

付き合って行く必要がある。 
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インドビジネスコメント クリエティクジャパン（合）  

代表  工学博士  ラノジット テャルタジー 

〇 インドはひとつの国ではない！ 

 ４５０の言葉があり、大きく１３か国すなわち EUと同じように見た方が良い。国名のフタ

を開けて、中のバラバラさを別々として見ないと現場ではうまく行かない！地方によって

の、文化、強み、弱み、能力、生き方、考え方、優先順、などの違いを理解するとするほど

うまく行く。これほど「別々」がひとつの国名で動いているのが「インド」の本当の強みで

す！ 

インドでは、金の概念だけはルピ―で統一している！でもそれにしても、地方によりルピー

呼び方が違います！そこで、「インド人」を 1パターンにハメて理解しようとするのが一番

の落とし穴になる！ 

インドビジネスコメント            

  ジェネシス（株） 代表取締役 西山 征夫 

〇 あまり多くの中小企業は進出していないのでチャンスは多い。 

 30年間日本企業とインド企業を繋ぐ仕事をしてきたが、結論的に言えば日本流のパターン

化したかたちに落とさないと安心しない方には難しい。逆に、なんでもありを楽しむような

日本企業には向いている。タイやベトナムの様にあまり多くの中小企業は進出していないの

でチャンスは多い。もちろんリスクも多い。経済が急速に伸びているのでチャンスは多いと

いう良い面を選び出し挑戦する時期が来ている。 

以下の図は JETROの地域・分析レポート（6月 28日）より編集者引用 

図：インド進出日系企業数の推移 

 

注 1：2006 年は 1 月、2007 年は 2 月、その他は各年 10 月時点。注 2：2013 年、2014 年企業数は 2015

年調査時の修正値。出所：在インド日本大使館、ジェトロ「インド進出日系企業リスト（2021 年 10 月時

点）」などを基にジェトロ作成 
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【報 告】 

１．「事業承継にともなう苦労の経験と市場動向に対応した事業の現況」               

（１５：００～１６：２０） 

              株式会社ヘリオス代表取締役 林 卓一 氏 

   一般生活ごみ・粗大ごみ・事業系ごみ用破砕機製造という環境保全に欠かせ

ないが一見地味な分野の同族会社を承継して５年目の苦労話を含め、経営環境

の大きな変化の下で事業展開をどう進めていくか、現況を率直に報告させてい

ただき皆さんと活発な意見交換をしたいと思います。 

 ２．ディスカッション          （１６：２０～１６：５０） 

 

  

参加費（資料費等） １，０００円    

交流会 ４，０００円 

ご出席（下記あてご連絡ください） 

  愛 070-4478－1902  FAX045－228-7331 E-mail  aikenji1024＠gmail.com 

（ご本人以外に参加される方の氏名・所属・TEL） 
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第 5９回海老名サロン開催 

日 時 2022 年１１月１１日（金）午後３時より 

会 場 神奈川中小企業センター６階大研修室 



 

 

 

  

 

 

 

 

【日時】：２０２２年１１月１4日（月）午後６時３０分～８時００分（開場６時） 

【場所】：おだわら市民交流センターUMECO (TEL :0465-24-6611 

JR小田原駅東口より徒歩約 2分です。 

 

【会費】：参加費  500円（当日） 

                        

１．話題： アメリカの田舎と日本の田舎に住んで！ 

Ｒ＆Ｈ内山代表 瀬戸 弥生様 

緑豊かな森林の公園ともいえる「神奈川県立２１世紀の森」の近くの

南足柄市の田園で、一反〈約１０００㎡〉のバラとハーブガーデンを経

営している瀬戸さんに、「商品開発と販売までのストーリー！」につい

てお話ししていただきます。                                              

個人で参加される方は、申し込みの必要がありません。３人以上で参加される方は
会場の準備の都合もありますので下記参加申込書で参加人数を教えてください。 

参加申込     Ｅ-mail yoshiike@maple.ocn.ne.jp                 吉池 
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氏名 （参加人数：  名） 所属・役職  

住所  
電話番号 （    ） 

ＦＡＸ番号 （    ） 
メールアドレス  

 

 

 

 

 

地域の幅広い人材交流を目指した「神奈川新産学公交流サロン」 

第 95 回西湘サロン開催のお知らせ 
神奈川県異業種連携協議会（イグレン）事務局 

       〒231-0015 横浜市中区尾上町５－８０ 神奈川中小企業センタービル７階   

 

mailto:yoshiike@maple.ocn.ne.jp


第８５回 アジアビジネス探索セミナー開催のご案内 

日 時 ２０２２年１１月１８日（金）１８：００－２０：００ 

 場 所 ビジネストランスファー会議室   中央区八重洲 1－８－１７ 新槙町ビル６Ｆ 

（東京駅八重洲北口）地下街１８番出口徒歩１分）   ０３（５５４２）１９８９  

 

１ 深刻な金欠に陥った中国経済の現実 

 ― 絶対にテレビや新聞には出て来ない中国経済事情を解読する ―  

                  ㈱小島衣料  オーナー 小島正憲 

２ ベトナム、タイ、インドネシアの３カ国に進出して解かる現実 

― 中小企業はアジアでは常に機動力、現実力、予測力が不可欠 ― 

                  五光発條（株）  会長 村井秀敏 

３ 会費 ３，０００円  

※     お申し込み/お問い合わせ先  アジアビジネス探索セミナー事務局 

  ０９０－４１２４－２４９６  ＦＡＸ０３（３６５９）７０７７ 

e-mail. i-daruma@igarashireport.com 

 

 

     いよいよ紅葉の時季、テレビでは連日観光気分をあおっていますが・・・ 

  統一協会と支配政党の歴史的癒着の露呈、低賃金下での円安―物価高（電気代前年同月比 

２１．５％上昇、ガス代も１９．４％上昇）不安定な国際情勢等々、騒擾の秋到来・・・？  
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