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Gujarat | Socio-economic snapshot
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GDP growth in 2018-19 was 13.1% and contributed 

8% to India’s GDP

Gujarat witnessed highest growth in FDI in 2019-20 & 

five times growth in the investment committed in last 

five years 

Accounts for 18% of India’s industrial output, and 

ranked 1st in terms of investment committed (2019)

State accounts for over 21% of India’s exports, 

catering to 180+ countries

‘Best Performer’ with 100 percentile score in “National 

Start-up Ranking” during 2018

Gujarat ranked 1st in Logistics Ease Across Different 

States (LEADS) Index in 2019

Gujarat

Gujarat is a policy-driven state offering incentives and 

subsidies across 30+ sectors 



グジャラート | 社会経済的スナップショット
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2018年-2019年度のGDPは13.1%で、
インドのGDPの8%に貢献しました。

グジャラートは2019年-2020年度に最も高いFDIを見出し
、過去5年に献身した投資の5倍の成長を見せました。

インドの工業生産の18%に貢献し、献身した投資に関し
て1位にランクされました。（2019年）

この州は180カ国以上に対応し、インドの輸出の21%以
上を占めています。

2018年に「ナショナル・スタートアップ・ランキング」
で100%以内のスコアを出し、「ベストパフォーマー｣と
なりました。

グジャラートは2019年の異なる州の物流管理の容易さ
（LEADS）の1位にランクされました。

グジャラート

グジャラートはポリシーに駆動される州で、30以上の
部門にインセンティブと助成を提供しています。



Gujarat | ESDM Sector | Highlights

Sector Highlights

• 9+ Electronics Manufacturing Clusters across 

Gujarat

• ESDM Sector accounted for $1.59 billion worth 

exports in 2018-19 to 181 countries

• ESDM sector received $200+ million investment 

in the last three years

• Five educational institutes offering ESDM 

specialisation courses with 75,000+ seats

Large Base Of ESDM Players

Dedicated Electronics/ESDM Policy

To establish Gujarat as a global hub for the ESDM 

industry with a turnover of $16 bn by 2021 and an 

investment of $6 bn

To create employment for 5 lakh people by 2021 and 

initiate effective measures to enhance the availability of 

skilled manpower

To promote creation of Intellectual Property in 

the ESDM sector by contributing more funds to 

R&D
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Capital Assistance 

and Interest Subsidy
Power Tariff Subsidy 

and Tax Incentives

Assistance to Training 

Schools and Trainees
Support for R&D and 

Quality Certification



グジャラート | ESDM部門 | 注目点

部門の注目点

• グジャラート全体に9以上の電気機器製造クラスタ
があります。

• ESDM部門は2018年-2019年度に181カ国に対して
15.9億ドルの輸出に貢献しました。

• ESDM3年に2億ドル以上の投資を受け取りました
部門は過去。

• Five educational institutes5つの教育機関が
75,000以上の席を持つESDM特別コースを提供し
ています。

ESDMプレーヤーの大規模なベース

専念したエレクトロニクス/ESDMポリシ
ー
グジャラートをESDM業界のグローバルハブとして
打ち立てること、60億ドルを投資し、2021年までに
160億ドルの収益を出し。

2021年までに5ラークの人々に対する雇用を生成し、

技術を持つ労働力の利用可能性を強化する効果的な方
法を実行する。

R&Dにより多くの資金を提供することで、ESDM

部門の知的財産の生成を促す。
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資本助成と利子補給 電気料金助成と
税優遇措置

訓練学校と訓練生
への助成

R&Dと品質保証の
サポート



Gujarat | Investment In Industrial Infrastructure

Plug-and-play 

infrastructure 

available in the 

State

Dedicated sectoral 

corridors, 

Electronic Clusters 

footprint

A pro-active, 

stable Government 

committed to ease 

of business

• 33,000+ ha. of developed industrial 

land available across various 

estates

• Over 8 estates have readily 

available ESDM infrastructure

• Electrical Research and 

Development Institute (ERDI) with 

a renowned laboratory and 

centre of excellence in R&D for 

ESDM

• 47 SEZs, 202 Industrial Estates 

and 63,000+ units across Gujarat

• Presence of large foreign 

companies across industrial 

nodes

• Greenfield EMCs: Vithalpur, 

Mundra, Sanand and Halol

• Brownfield EMCs: Gandhinagar, 

Ahmedabad, and Vadodara

• Upcoming EMCs: Jambusar and 

Bharuch

• Dedicated Japan Desk

• MSME Ordinance 2019: exempts 

all MSMEs from obtaining approvals 

for a period of 3 years

• Gujarat Land Bank: Digital GIS 

based map of industrial land 

(https://gujarat.ncog.gov.in/indextb/l

ogin)

• Labour laws Ordinance 2020:

Exemption from almost all labour

laws for 1200 days

• Excellent air, rail, road and port 

connectivity & uninterrupted 

power supply
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グジャラート | 産業基盤投資

プラグアンドプレイ
インフラストラクチ
ャーが
州内で利用可能

専用部門回廊、
電気機器クラスタ
フットプリント

積極的で安定した政
府がビジネスの容易
さに専念

• 33,000以上のヘクタールの開発さ

れた産業土地が様々な不動産で利

用可能。

• 8件以上の不動産がESDMインフラ

を利用する準備ができています。

• 電気研究開発学会（ERDI）は

ESDMのR&Dに対する有名なラボ

とセンター・オブ・エクセレンス

を持っています。

• グジャラート中に47のSEZ、202

件の産業不動産、63,000以上のユ
ニットを持つ。

• 産業中心部中に大規模な海外企業
がある。

• グリーンフィールドEMC: ビタラ

プール（アーメダバード）、ムン
ドラ、サナンド、ハロール。

• ブラウンフィールドEMC: ガンデ

ィナガル、アーメダバード、ヴァ
ドーダラー。

• 新規予定EMC: ジャンブサル、バ
ルーチ。

• 日本専用デスク

• 2019年MSME法令 : 全てのMSME

の3年間承認取得を免除する。

• グジャラートランドバンク: デジタ
ルGISベースの工業土地地図
(https://gujarat.ncog.gov.in/indextb/l

ogin)

• 2020年労働法令: ほぼ全ての労働法
を1200日間免除する。

• 優れた航空・鉄道・道路・港の接
続性と途切れの無い電力
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Gujarat | Success Story | Company Name 

About The Speaker

Prasenjit Basu

GM Marketing, Voltbek

Mr. Basu joined Voltas three years ago and has 

been part of Voltbek since its inception in India. He 

has over 18 years of experience in diverse 

industries as a marketing and business strategist.  

About The Company

• Voltbek (Voltas Beko), a JV of Voltas‘(Tata group) 

with Turkey-based consumer durables 

manufacturer Arçelik

• It is located at Sanand with a 60 acre facility 

• State-of-the-art facility has brought patented 

technology to India and generated direct 

employment of 500 persons

• It will contribute to the vision of Hon’ble PM of 

Make in India and focus towards growing 

Electronics sector in India 

Entered into India in 2018 with an investment 

of USD 180 mn

Announced in Jul 2018 the plant began 

operations in Jan 2020. India's first continuous 

assembly line for manufacturing refrigerators, 

packing one refrigerator every 15 seconds.

Consumer durables market in India is expected 

to grow at 10-12% per annum. Globally the 

market grew at 3% in last 10 years. 

The plant is estimated to roll out 2.5 mn units 

by 2025. The company eyes to achieve 10% 

market share in home appliances in India.
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グジャラート | サクセスストーリー | Voltbek

講演者について

プラセンジット・バス
マーケティングゼネラルマネージャー、Voltbek

バス氏は3年前にVoltasに参入し、インドでの
Voltbekの設立時からのメンバーです。彼はマーケ
ティングやビジネス戦略家として様々な業界に18
年以上の経験を持っています。
。企業について

• Voltbek (Voltas Beko)はVoltas（Tataグループ）

とトルコを拠点とする耐久消費財製造業者
Arçelikの共同企業体です。

• サナンドに60エーカーの施設を持ちます。

• この最先端を行く施設はインドに特許取得済み
の技術を持ち運び、500人の直接雇用を生成しま
した。

• インド大統領の「メーク・イン・インディア」

のビジョンに貢献し、インドの成長する電気機
器部門に焦点を置きます。

1.8億ドルの投資と共に
2018年にインドに参入

.2018年7月に参入を表明し、2020年1月に運営を

開始。インドで最初の冷蔵庫製造の連続した組
立ラインで、毎15秒ごとに冷蔵庫を1つ生産。

インドの耐久消費財市場は年に10-12%成長する

ことを予期されます。世界的に、この市場は過
去10年に３％成長しました。

この工場は2025年までに250万のユニットを

作成することを推測しており、インドの家庭
電気製品市場で10%の市場占有率を達成する
ことを目指しています。


