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関西を主な活動拠点とするアドバイザー以外に関しては、
出張等の期間に合わせて面談時間をお取りすることになります。IBPC大阪インドビジネス相談室アドバイザー

グジャラート州出身。1993年に来日し、神戸大学経営学部市場システム学
科卒業。 (株 )富士通ビジネスシステムにてSEとして勤務の後、(株 )ヴィ・
エッチ・トラバリー商会(貿易商社：1905年創業)に転職。衣料品、雑貨、薬品、
健康食品、化粧品の原料、産業設備等の輸出入分野に携わる。2012年にト
ラバリー トレーディングを設立し独立。アーユルヴェーダの普及に努め、
その関連の健康食品、化粧品及びその原料の紹介、輸入販売業務に従事。
またインドや周辺国におけるビジネスパートナー紹介、現地法人設立のコ
ンサルテーション、展示会出展や現地同行のサポート業務、企業内異文化
セミナー講師等幅広く活動を展開中。

ザキル・トラバリー トラバリー トレーディング　代表

立命館大学法学部博士課程前期課程卒業。2006年㈱人財開発大
阪支社立上げ後、2007年に㈱東京コンサルティングファーム、同年
ニューデリーに現地法人設立し、チェンナイ・バンガロールにも拠点
立ち上げ、インド進出日系企業に、各種リサーチ、設立、会計・税務、人
材育成などインド事業の立上げ・運営をサポートするワンストップソ
リューションを提供。書籍『図解 インド投資・会計・税務の基本』（出版
文化社）2008年度版、2010年度版を製作。2010年に独立後現職
として、日印両国で定期的にセミナーも開催。また、インド周辺国（ミャ
ンマー、バングラディッシュ、ネパ－ル、パキスタン、スリランカ）への日
系企業の進出サポートも行う。

西村　浩一
にしむら　　こういち

西村国際経営研究所　代表
Jidnis Consultants Pvt. Ltd.(India)  Managing Director

立命館大学法学部卒業。外資系貿易商社で20年間 輸出・輸入実務
経験の後、1997年㈲ユニオン通商を設立。東南アジアを中心に繊
維製品、日用品、家具、自動車用品、化粧品原料等の貿易仲介業を行っ
ている。 2005年インドのインテリア（マット、ラグ、カーテン、ストール
等）のメーカーと共同で日本法人㈲フロアテックスジャパンを設立。
現在、日印ビジネスを推進・拡大すると共に、各種分野のインド製品の
紹介及び日本製品のインド市場での販売促進の支援活動に取り組
んでいる。京都在住。

宇野　寛
う の　　ひろし

有限会社ユニオン通商 代表取締役
有限会社FLOORTEX JAPAN 代表取締役

関西大学商学部卒業。KPMG 監査法人太田昭和センチュリー東京
事務所入所。2007年からKPMGインド事務所に赴任。インド進出を
希望する日系企業に対して、インドでの現地法人・支店・プロジェクトオ
フィス及び駐在員事務所設立、インドにおいて必要となる会社法監
査・法人税・個人所得税計算・申告、M&A等のサポートを経験後2010
年10月に帰任。2011年1月に International India Accounting(株)
(現 Fair  Consulting India Pvt. Ltd.)を立ち上げ、インド進出日系
企業のお手伝いを行っている。インドでのセミナー経験多数。

岩瀬　雄一
い わ せ　　ゆういち

日本国公認会計士   日本国税理士
Fair Consulting India Pvt. Ltd.　代表取締役

東京大学教育学部卒業。1999年㈱インフォプラント［現㈱マクロミル］
に入社。同社取締役を経て2004年同社上海支社を立上げ。2006年
に独立しインフォブリッジを設立、インド事業にも参入。2008年にインド
の調査会社Market Xcel Data Matrixへ資本参加し、同社取締役に
就任。インド進出企業やインド進出を目指す日系企業に向けた市場調
査、マーケティングサポート業等を展開し、数多くの企業・商材のインド
進出に関わる。「インド新聞」上でのインド進出日系企業インタビューの
実施や定期的なセミナー開催、企業内セミナー等も頻繁に担当している。

繁田　奈歩
しげた　　な  ほ

Infobridge Holdings Group Ltd.　Managing Director

チェンナイ出身。兵庫県下の私立高校を卒業後、マドラス大学大学院にて物
理学を専攻、コンピューターシステム・解析、貿易実務、マネジメントを修了。
1990年に日印企業間のマッチング会社を設立し、工業材、自動車部品、アパレ
ル、医薬品、食品、高度水処理、環境関連ビジネス等の分野で技術提携、両国
間の企業進出を支援。 2000年から、ITソリューションのコンサルティングか
ら組込みソフト、携帯電話等の IT関連業務を生業とし、両国間の“ものづくり
企業”の交流に特化しビジネスのサポートを行っている。 TACNITIでは、各
分野日本企業の南インド方面への進出への研修・人材・インフラ・事務所設立
等に関する情報提供やサポートを担当。

Ｔ・ムトゥヴェラン ニホンテクノロジー日本代表、在日本印度商業会議所(ICCJ) 役員
タミルナドゥ州日印商工会議所(TACNITI) 西日本代表

福岡県在住。九州大学工学部卒業。川崎製鉄㈱（現ＪＦＥスチール）に
て1990年代にインド関連プロジェクトに従事し、電気設備調査・設計
やオフショア開発に携わる。2004年に有限会社アイジェイシーを
設立。オフショア開発からスタートし、現在では現地パートナー企業
と共に、市場・販路開拓や進出支援、輸入サポートなどインドビジネス
関連各種業務を行っている。
メールマガジン「インドの今を知る！」等でインド情報を発信。

ど　い　　かつひこ
土肥　克彦 有限会社アイジェイシー　代表

巨大な市場としての魅力だけではなく、ものづくり・輸出の拠点やR&D拠点など、無限の可能性を秘めた投資先として世界
の注目を集めているインド。 一方で、独特な商習慣や気質から、他国での成功例をそのまま持ち込めない場合も多く、投資
環境などの現地情報に加え、インドの文化・社会・政治関連の包括的知識や実務面でのノウハウが必要です。 
インドでのビジネスをお考えの際、また、開始後のトラブル発生時にも、IBPC大阪「インドビジネス相談室」を
ご利用ください。アドバイザーがあなたのご質問にお答えし、インドビジネス成功の後押しをします。

経済面での
継続的開放政策と、
政治面での安定性

巨大な
潜在的消費市場

ピラミッド型
人口構成で、

豊富で質の高い労働力

ニホンテクノロジー　http://www.nihontechnology.com/

インフォブリッジ   http://www.infobridgeasia.com/

トラバリー トレーディング　http://www.toorabally.biz

Fair  Consulting India Pvt. Ltd.     http://www.faircongrp.com/   有限会社アイジェイシー　http://www.indjpn.com/

事実の把握が必要
多様性の認識が必要
異文化の理解が必要

東京工業大学の情報工学博士号修了。1994年に富士通に入社後、2010年
までインド、米国、英国へソフトウェア開発を発注、管理。富士通の開発セン
ターをインドに設立し約9年間経営。2011年に富士通から独立し自社を設立。
日系トップ企業を含む十数社のインド進出支援を行う。その一部として、
JETROチェンナイ事務所ではインフラ系のアドバイザーとして約５年間活
動。また、日系企業向けにインド国内にはグローバル・インハウス・センター
（GIC）とイノベーションセンターを設置、日本本社には「インド進出戦略部」を
設置し、経営層と共にインド戦略を実践。「クロスボーダー・トランザクション」
と「インド進出のライフサイクル・プロジェクト」の分野を得意とし、市場調査、
技術調査、M＆A、会社設立、会計・監査・法務など多岐に渡る業務においてイ
ンドへの「進出前」～「進出時」～「進出後」までをトータルにサポートしている。

カタレ ・スレッシュ工学博士 （株）JCSSコンサルティング　代表取締役
日印商工会議所カルナータカ(IJCCIK)　役員

JCSSコンサルティング　http://www.jcssglobal.com

関西学院大学経済学部卒業。日本ビクターに入社後、国内・海外営業、商品企
画を経験し、ブラジル、カナダ、ベトナムに駐在。現地での営業・マーケティング
の責任者として海外ビジネスに従事。その後、タイガー魔法瓶に転職。2011年
から2017年までインド駐在。 インド駐在員事務所の立上、現地法人の立ち
上げを実行。現地法人の社長として経営を行ってきた。また、ディストリビュー
ター網の構築、量販店の開拓、オンラインビジネスや TVショッピングなども
行い、インドの流通事情やインドビジネスに精通。現在は、インド進出やコンプ
ライアンス上の経験を活かし、現地パートナー企業とインド進出や JVを検討
している企業へ立上から実務までの進出サポートを行っている。

松本　雅男
まつもと　  まさお

KNM Management Advisory Services Group
日本事務所　Director

調査、マーケティング、
拠点設立 調査、拠点設立、

人材、会計・税務

販路・パートナー開拓、
人材・研修、拠点設立
（ITサービス全般）

拠点設立、法務、
会計・税務 輸出入業務、販路開拓・

拠点設立（ITサービス全般）

輸出入業務、
販路開拓（消費財全般）

輸出入業務、
販路・パートナー開拓、
拠点設立（消費財全般）

調査、M&A、
拠点設立、
会計・税務、法務

調査、
販路・パートナー開拓、
拠点設立（消費財全般）

IBPC大阪 インドビジネス相談  

https://www.ibpcosaka.or.jp/

税理士法人日本経営（現 日本経営ウィル税理士法人）に入社後、主に税務
顧問・財務コンサルティング業務に従事し、2016年よりタイの提携事務所に
2年間出向。日系企業の進出支援や記帳代行サービス、保険業務の日本人
コーディネーター業務を行う。 
2018年よりインド（デリー／グルガオン）へ赴任しインド提携事務所にデス
クを置き日系企業の現地会計業務をサポート。
2021年に日本経営グループのインド法人NIHON KEIEI (INDIA) PRIVATE 
LIMITEDを設立し、取締役に就任。
インドへの進出相談や進出支援、進出後の会計税務サポートを行う。

NIHON KEIEI (INDIA) PRIVATE LIMITED 取締役古東 翔二朗
ことう  しょうじろう

会計・税務、
拠点設立

NIHON KEIEI (INDIA) PRIVATE LIMITED　https://nk-india.com/
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2021改訂

会場へのアクセス

IBPC大阪
（一般財団法人 大阪国際経済振興センター 国際部）
Tel : 06-6615-5522  Fax : 06-6615-5518  
Email : event@ibpcosaka.or.jp
〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102 インテックス大阪 2F

お問合せ先

https://www.ibpcosaka.or.jp/

ご面談

会社名

所在地

相談
内容

相談
希望日時

担当者
氏名

Tel Fax

第 1希望　　　年　　月　　日　午前・午後

第2希望　　　年　　月　　日　午前・午後

□すでにインドとビジネスを行っている    　　□今後インドとビジネスを行う予定

〒

業種

IBPC大阪にて、アドバイザーとご面談頂きます（約1時間）。

STEP1

STEP2

STEP3

IBPC大阪まで、事前にお申し込みのうえ、
ご相談内容の概要をお知らせください。
1. ホームページからオンライン申込み 
 https://www.ibpcosaka.or.jp/
2.下記申込書をFax にて送信 (Fax 06-6615-5518)

ご質問のテーマに適したアドバイザーとの日程調整を
行います。ご相談内容は、事前にIBPC大阪から
アドバイザーにお伝えします。

お申込み アドバイザー決定
日程調整

※お申込み後、貴社の詳細情報等に関し、当ホームページ、相談室申込みフォームへのご入力をお願いすることがあります。ご了承ください。

IBPC大阪

ご質問

アドバイザー相談者

E-mail

部署/役職

STEP1 STEP2

STEP3

ご相談の流れ

［インドビジネス相談 申込書］ Fax:06-6615-5518

https://www.facebook.com/ibpcosaka
https://www.linkedin.com/company/ibpc-osaka




