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State Overview
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3rd in India in EODB (ease of doing business), 1st in north India

Largest contributor of food grains to India’s pool (15.6%)

Key food processing clusters :

• Fruits & vegetables processing; Kaithal, Rewari, Sonipat

• Milk processing; Mewat, Karnal, Kaithal

• Bakery products; Faridabad, Gurugram

• Ready to cook/eat food: Kaithal, Gurugram

Unique Combination Of Exemplary Business 

Facilitation And Ample Raw Material Availability

Haryana

Single roof solution for all regulatory clearances

• Includes 100+ enterprise related services

• Single window interaction for 25 departments

• Dedicated relationship executives to facilitate investors

• Time bound clearance with deemed clearance mechanism

• More than 8000 MSMEs and more than 40 large enterprises

in the food processing sector

• 2 fully functional food parks and 2 more mega food parks

coming up

• 9 cold chain projects at various stages of implementation



州概要
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インドで容易にビジネスができる部門に３番目の州
,北インドで１番目

インドの穀類生産に最大の貢献者（15.6％）

主要な食品加工クラスター:

• 果物と野菜加工;カイサル、レワリ、ソニパット
• 牛乳加工;メワット、カルナル、カイサル
• ベーカリー製品; ファリダバード、グルグラム
• インスタント食品: カイタル、グルグラム

模範的なビジネス円滑化と豊富な原材料入手可能
性の独特な組み合わせ

ハリヤーナ州

すべての規制クリアランスのため単一屋根解決
• 100以上の企業関連サービスを含む
• 25の部門でシングルウィンドウの対話
• 投資家を支援するための専任の関係幹部
• みなしクリアランスメカニズムによる時限クリアランス

• 食品加工セクターに8000以上のMSMEと40以上の大企業
• 完全に機能する2つのフードパーク、2つのメガフードパーク
が開発中

• 実装のさまざまな段階で9つのコールドチェーンプロジェク
ト



Sector Capabilities

Sector Highlights

No. 1 state in terms of cereals exports (more than double the

export of 2nd ranked state)

4th in the exports of value-added food products category

Easy availability of raw material for food processing sector:

• Highest per capita milk availability (5% contribution to total

national production)

• Significant production of speciality horticulture (2nd in green

peas and 3rd in button mushrooms production)

Existing Food Processing Players

Key Incentives/Schemes for Sector

Haryana backward and forward linkage for rural areas

scheme (Benefits up to 50% capital investment subsidy on

project cost)

Integrated cold chain and value addition infrastructure

scheme (Up to 35% capital investment subsidy on project

cost)

Scheme for creation/expansion/diversification of individual

agro and food processing units (Up to 25% capital

investment subsidy on fixed capital investment)
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Focus Sub-sectors/ Products

Fruits and vegetables

Meat and poultry

Dairy and milk processing

Fisheries

Integrated mini food park scheme (Grant-in-aid up to 50% of

eligible project cost)

Grains Consumer foods

Dedicated “Agri-business and Food Processing Policy

2018” in Haryana



部門の力量

部門の注目点

穀物の輸出で第1位の州（第2位の州の輸出の2倍以上）

付加価値食品の輸出部門で4位

食品加工部門へ原料の容易な入手
• 1人あたりの乳量が最高（国の総生産量に5％貢献）
• 特別園芸の大幅な生産（グリーンピースで2番目、ボタンキ
ノコで3番目）

既存の食品加工業者

部門の主要なインセンティブ/計画

農村地域政策のためハリヤーナ後方および前方リンケージ
（プロジェクトコストに対する最大50％の設備投資補助金
の利益）

総合されたコールドチェーンと付加価値インフラ政策（プ
ロジェクトコストに対する最大35％の資本投資補助金）

個別の農業および食品加工ユニットの作成/拡張/多様化の政
策（固定資本投資に対する最大25％の資本投資補助金）
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焦点サブセクター/製品

果物と野菜

食肉と家禽

乳製品と牛乳加工

漁業

統合されたミニフードパーク政策（適格プロジェクトの費
用の最大50％助成）

穀類 消費者向けの食品

ハリヤーナ州の専用「農業ビジネスおよび食品加工政策
2018年」



Industrial Infrastructure/Food Parks

Plug-and-play 

infrastructure/ Key 

Industrial Parks/ Costs

Utility Availability & Costs

Haryana is a power surplus state:

• Thermal – 8755.72 mw

• Hydra – 1948.21 mw

• Nuclear – 100.94 mw

• Res – 251.3 mw

Electricity cost: average rate of INR.

8.50 (USD 0.11)/ kwh

Water rates: industrial/ commercial/

institutional – INR 4.00 (USD 0.06)

per kilo liter
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• Operational food park at Sonipat

(210 acres)

• Operational food park at Ambala

(49 acres)

• Upcoming mega food park at

Sonipat (75 acres)

• Upcoming mega food park at IMT

Rohtak

• 12 Inland container depots

• 30 Industrial estates

• 16 Special Economic Zones

• 7 Industrial model townships

Production Clusters



工業インフラとフードパーク

プラグアンドプレイイン
フラ/主要な工業団地/コ
スト

実用性、可用性とコスト

ハリヤーナ州は電力余剰:

• 火力– 8755.72 mw

• 水力 – 1948.21 mw

• 核エネルギー– 100.94 mw

• 再生可能エネルギー源 – 251.3

mw

電気代：平均率 8.50ルピー（米ドル
0.11）/ kwh

水道料金：工業 /商業 /制度–4.00ル
ピー（0.06米ドル） 1リットルあた
り
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• ソニパットの機能するフードパー
ク（210エーカー）

• アンバラの機能するフードパーク
（49エーカー）

• ソニパット）にメガフードパーク
が開発中（75エーカー

• IMT ロータクのメガフードパーク
が開発中

• 12の内陸コンテナデポ
• 30工業団地
• 16の経済特区
• 7つの工業モデルタウンシップ

生産クラスター
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Success Story | Indocan Honey Private Limited 

About The Speaker

Amit Gupta 

Director, Indocan Honey Pvt. Ltd.

Amit has worked in corporate sector for 25 years

at various senior positions, before venturing into

export business as a first generation entrepreneur.

About The Company

• Established in the year 2015 in India

• Indocan is a leading collector, processor and

exporter of Indian honey majorly exporting to

US, Canada and Middle East

• Revenue of more than 100 crore with the

capacity of 10,000 MT processing per annum

• Working with 10,000+ marginal beekeepers,

traders, farmer produce organizations to

promote beekeeping and earn foreign

exchange for the country.

• Creating livelihood opportunities at various

levels of value chain in rural areas

▪ Setup processing unit in 2015 with an

investment of 5 crore and have grown

exponentially in last five years – 16 cr. to

100 cr. revenue in five years.

▪ Product diversification and innovation –

from multiflora to uniflora e.g. tulsi, ajwain,

forest and cinnamon in pack sizes from

8gm to 300 kg.

▪ Strong government support (financial and

technical)– DIC, National Bee Board,

Haryana Horticulture Board, FSSAI,

APEDA, NBRTI, NIFTEM, EIA

▪ Ease of Doing Business – support from

Haryana government – pollution control,

DIC, Forest, Horticulture and Fire

departments

▪ Increased production capacity to meet

domestic requirements – achieved 65:35

export and domestic business split



04

サクセスストーリー| Indocan Honey Private Limited 

講演者について
アミット・グプタ
社長, Indocan Honey Pvt. Ltd.

アミットは25年間企業部門でさまざまな上級職に
従事し、その後第一世代の起業家として輸出ビジ
ネスに参入した。

企業について

• インドに２０１５年に設立
• インドカンは、インドの蜂蜜の主要なコレク
ター、加工業者と輸出業者で、主に米国、カ
ナダ、中東に輸出している。

• 年間１万トン容量の加工能力を備えた10億以
上の収入

• 養蜂を促進し、外国為替を稼ぐため1万以上の
限界養蜂家、業者、農家の生産組織と協力す
る。

• 農村地域の価値連鎖の様々なレベルで生計を
立てる機会を創出する

▪ 5000万ルピーの投資で2015年に設立され、
過去5年間で指数関数的に成長した– 1億
6,000万から１０億の収入。

▪ 製品の多様化と革新–マルティフローラか
らユニフローラへ、例えば、トゥルシー、
アジュウェイン、フォレスト、シナモン
のパックサイズは8グラムから300キロ。

▪ 強力な政府支援（財政的および技術的）–

DIC、National Bee Board、Haryana

Horticulture Board、FSSAI、APEDA、
NBRTI、NIFTEM、EIA

▪ 容易にビジネスができる–ハリヤーナ州政
府からの支援–汚染防止、DIC、森林、園
芸、消防団

▪ 国内要望を満たすため生産能力の向上–

65:35の輸出と国内事業の分割を達成


