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Karnataka | Overview
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Top Achiever in India in 

Ease of Doing Business

Single window Clearance for 

ESDM projects

3rd in terms of FDI inflows in 

India, Value - US$ 42.3 

billion (2000-2019)

64% of total ESDM exports in 

the country

70% of chip designers in India

44 universities, 234 engineering 

colleges 

4th largest skilled workforce

100k engineers added annually

2 lakh+ employees in ESDM 

sector

1st State in India to come up with sector specific 

policies: ESDM, IT, Biotechnology, Startups, AVGC, 

Electric Vehicles

Ranked #1 in India Innovation Index 2019 by NITI 

Aayog

Karnataka

40% of total IT exports in the 

country

Application to buy land deemed 

approved in 30 days if no red flags 

are raised by GoK

2 international airports,

4 regional airports 

BIAL is 3rd largest airport in India

307,030 km of the road network

Only State to have 2 industrial 

corridors: CBIC (Chennai-

Bengaluru Industrial Corridor) and 

BMEC (Bengaluru- Mumbai 

Economic Corridor)

5,543 km of the rail network

2,300 km coastline - 12 minor ports 

and 1 major port

New Mangalore Port with deep 

inner harbor linkages in the 

western coast



カルナータカ | 概要
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「仕事のしやすさ」でインド
でトップの業績
ESDM (電子システム設計・
製造)プロジェクトにはシン
グル・ウィンドウ・クリアラ
ンスが設けられている

インドのFDI流入で3位、金
額－423億アメリカドル
（2000－2019年）

国内の全体EDSM（電子システ
ム設計・製造）輸出の64％
インドのチップデザイナーの
70％

44の大学、234の工学カレッジ
四番目に大きな労働力
年間10万人の新たなエンジニア
20万人以上のEDSM（電子システ
ム設計・製造）に携わる従業員

それぞれの業界に特化した政策を打ったインドで初め
ての州：ESDM（電子システム設計・製造）、IT、
バイオテクノロジー、スタートアップ、AVGC、電気

自動車

NITI Aayogによるインドイノベーティブ・インデック
ス2019で第一位

カルナータカ

国内の全体IT輸出の40％

カルナータカ政府からの警告が特
にない限り、土地購入の申請は30

日以内に許可が下りる

二つの国際空港、
四つの国内空港
インドで三番目に大きな空港であ
るBIAL

307,030 km の道路ネットワーク

二本の産業大動脈を持つ唯一の
州：CBIC（チェンナイ・ベンガ
ルール産業大動脈）と BMEC（ベ
ンガルール・ムンバイ経済大動
脈）

5,543 kmの鉄道ネットワーク

2,300 kmの海岸線－12の港と1つ
の主要港

西海岸に深い港湾を持つニュー・
マンガロール漁港



Karnataka | ESDM Sector | Highlights

Sector Highlights

• K-tech Common 

Instrumentation 

Facilities(CIF)

• K-tech  VLSI Incubation 

Centre at Hubballi

• Semiconductor Fabless

Accelerator Lab

• KARSEMVEN Fund of 

INR 93 Crores

• Characterization lab in 

association with STPI 

and Tessolve

Key initiatives
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• Karnataka ESDM Policy: For large and mega enterprises: Up to 10% 

of capital subsidy to a maximum of INR 10 cr

• Stamp Duty Exemption –75% to 100%

• Reimbursement of Land Conversion Fee –50% to 75%

• One time capital subsidy to the tune of up to 50% of the cost of ETP, 

ceiling up to INR 50 Lakhs to INR 1 Cr

• Reimbursement for international marketing of 50% of the actual cost, 

ceiling up to INR 5 Lakhs per year per company

• Reimbursement of 10% to 25% for expenses on R&D for products, 

ceiling up to INR 2 Cr per company per year

• Industrial power tariff instead of commercial tariff 

• Patent reimbursement of 75% of actual costs, ceiling up to INR 2 

Lakhs for Domestic Patent and INR 10 Lakhs for International Patent, 

up to 5 reimbursements per company

• GoK incentives over and above PLI, SPECS and EMC schemes

• Sector contributes 17% to state's 

GDP

• Largest chip design hub - 85+ 

semiconductor design firms

• 4th largest electronics 

manufacturer in the country 

• 2nd highest number of electronics 

manufacturing units, 20% of 

nation’s capacity

• 11% of India’s electronics industrial 

output

• Home to 70% of India’s chip 

designers

• 64% contribution to India’s total 

exports

Incentives

Task Group formed to submit proposals for EMC and SPECS



カルナータカ | 電子システム設計・製造業 | ハイライト

この業界のハイライト
• K-tech Common 

Instrumentation 
Facilities （K-tech一般
計装施設）（CIF）

• フブリにあるK-tech  

VLSI Incubation Centre
（K-tech VLSIインキュ
ベーションセンター）

• Semiconductor Fabless
Accelerator Lab （半
導体ファブレス加速研
究所）

• 9億3千万インドルピー
のKARSEMVEN資金

• STPI社、Tessolve社と
提携した特性化研究所

重要な先駆け
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• カルナータカのESDM政策：大手事業及びメガビジネスに対し: 最大
10％の資本助成金、最大限1億インド・ルピー

• 印紙税免除－75％から100％

• 土地転換料の返済－50％から75％

• ETPの費用を50％まで負担する一度きりの資本助成金、最大限500万
から1000万インド・ルピー

• 国際マーケティングの実際の費用の50％を返済、一つの会社につき
年間最大50万インド・ルピーをカバー

• 製品の研究開発費用の10％から25％を返済、一つの会社につき年間
最大20万インド・ルピーをカバー

• 表定運賃の代わりに産業電力運賃

• 特許の実際の費用の75％を返済、国内特許に最大20万インド・ル
ピー、国際特許に最大100万インド・ルピーを各社五回までカバー

• PLI、SPECS、EMCスキームを超えるカルナータカ政府のインセン
ティブ

• 州のGDPの17％を貢献

• チップ設計の中心としては最大規
模、85社以上の半導体設計企業が
集まる

• インド国内で4番目に大きな電子機
器製造業

• 電子機器製作所の数が2番目に多く、
国全体の20％を占める

• インドの電子機器生産の11％を貢
献

• インドのチップ設計者の70％が集
まる

• インドの合計輸出高の64％を貢献

インセンティブ

EMCとSPECSに企画書を提出するタスクグループを形成



Investment In Industrial Infrastructure| Industrial areas
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Infrastructure facilities:

• Approach roads and internal

roads with storm water drains.

• Power supply and street

lighting.

• Water supply.

• CETP/STP.

• Technical Training Centres and

R&D centres.

• Common Facilities Centres to

accommodate Banks, Post

Offices, Telephone Exchanges,

Dispensaries and Canteens,

among others.

• Power Sub-Stations.

• Hotels & Hospitals.

• Housing tenements to provide

housing facility to the labour

force working in the industrial

units.

Tumakuru

441 ac.
Chikkaballapura

293.45 ac

Bangalore Rural

165.29 ac.

Shivamogga

66.07 ac.

Dharawad

325.21 ac.

Belagavi

1022.04 ac.

Chamarajanagar

779.26 ac.

Mysuru

363.86 ac.

Bellary

1691.3 ac.

Dakshina

Kannada

280 ac.

Yadgir

1312.64 ac.

Kalaburagi

14.25 ac.

Bidar

190.81 ac.

25
Industrial 

areas

Koppal

(Toys)

Bellary

(Textiles)

Chikkaballapura

(Mobile phone 

and electronics)

Mysuru

(PCBA, ICB)

Chitradurga

(LED lights)

Kalaburgi

(Solar panels)

Hassan 

(Tiles)

Bidar

(Agri. Implements)

Tumakuru

(Sports and 

fitness goods)

Product specific industrial development program

• To generate 100,000 employment in each cluster

• To attract US 725 million investment

• To provide skill development training to 20,000 youth

• 9 clusters identified, with 3 focussing on ESDM and special 

package of incentives

13
districts

7,000+
acres

7 SEZs with focus on ESDM totalling area of ~800 acres 

1
2

3



産業インフラストラクチャへの投資| 工業地域
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インフラ施設：
• 大通り道路や内部の道路に雨水
の排水溝の設置

• 電力供給や街灯

• 水道設備

• 排水・下水処理（CETP/STP）
施設

• 技術訓練センターや研究開発セ
ンター

• 銀行、郵便局、電話局、薬局や
食堂等の一般施設センター

• 変電設備

• ホテル・病院

• 工業地域で勤務する従業員のた
めの住居

トゥムクル
441 ac.

チッカバラプラ

293.45 ac

バンガロール・
ルーラル
165.29 ac.

シヴァモッガ
66.07 ac.

ダールワール
325.21 ac.

ベラガビ
1022.04 ac.

チャーマラージャ
ナガル
779.26 ac.

マイスール
363.86 ac.

ベラリ
1691.3 ac.

ダクシナ・
カンナダ
280 ac.

ヤドギル
1312.64 ac.

カラブラギ
14.25 ac.

ビーダル
190.81 ac.

25
工業地域

コッパル
（玩具）

ベラリ
（織物）

チッカバラプラ
（携帯電話・電子

機器）

マイスール
（PCBA、 ICB）

チトラドゥルガ
（LEDライト）

カラブラギ
（ソーラーパネ

ル）

ハッサン
（タイル）

ビーダル
（農業用具）

トゥムクル
（スポーツ・運動

用品）

産物ごとの産業発展計画

• それぞれのクラスターごとに10万人の従業員を目指す

• 7.25億アメリカドルの出資を受けることを目指す

• 2万人の青少年にスキルトレーニング

• 9つのクラスターを確認、内3つはESDM（電子システム設

計・製造）及び特別インセンティブ付きに力を入れている

13
地区

7,000+
エーカー

ESDM（電子システム設計・製造）に特化した7つの特別経
済区、合計面積は約800エーカー

1
2

3



Investment In Industrial Infrastructure| Dedicated clusters and SEZs
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Koppal

(Toys)

Bellary

(Textiles)

Chikkaballapura

(Mobile phone and 

electronics)

Mysuru

(PCBA, ICB)

Chitradurga

(LED lights)

Kalaburgi 

(Solar panels)

Hassan 

(Tiles)

Bidar

(Agri. Implements)

Tumakuru

(Sports and fitness 

goods)

Product specific industrial development program

• To generate 100,000 employment in each cluster

• To attract US 725 million investment

• To provide skill development training to 20,000 youth

• 9 clusters identified, with 3 focussing on ESDM and special pecial

package of incentives

SEZs for ESDM Sector

Sl. 

No.
SEZ District Sector

Extent 

(Acres) 

1

M/s. Suzlon

Infrastructure 

Ltd.(Aspen)

Udupi High tech 

Engg

259.64

2

M/s Quest SEZ 

Development Pvt 

Ltd, (Aequs) 

Belgaum Precision 

Engg

106.33

3

M/s. Opto

Infrastructure 

Limited *

Hassan Electronic 

hardware & 

Software

101.171

4

M/s. Opto

Infrastructure 

Limited *

Mysuru Electronic 

hardware & 

Software

13.345

5
KEONICS * Shivamogga Electronic 

hardware

14.57

6

Ittina Properties Pvt. 

Ltd.*

Bengaluru 

Rural

Electronic 

hardware & 

Software

14.63

7

Suzlon

Infrastructure Ltd *

Udupi Hi-tech 

engineering 

products 

259.33

8

Quest SEZ 

Development 

Private Limited*

Belagavi Precision 

engineering

106.33

* notified



産業インフラへの投資| 専用のクラスター・特別経済区
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コッパル
（玩具）

ベラリ
（織物）

チッカバラプラ
（携帯電話・電子機器）

マイスール
(PCBA、ICB)

チトラドゥルガ
（LEDライト）

カラブルギ
（ソーラーパネル）

ハッサン
（タイル）

ビーダル
（農業用具）

トゥムクル
（スポーツ・運動用品）

産物ごとの産業発展プログラム

• それぞれのクラスターで10万人の雇用を目指す

• 7.25億アメリカドルの出資を受けることを目指す

• 2万人の若者にスキルトレーニングを提供

• 9つのクラスターを確認、うち3つは特別インセンティブ付きESDM

（電子システム設計・製造）に力を入れている

ESDM（電子システム設計・製造）業界のSEZ

Sl. 

No.
SEZ 地区 セクター

面積
(エーカー) 

1

M/s. Suzlon

Infrastructure 

Ltd.(Aspen)

ウドゥーピ ハイテク工学 259.64

2

M/s Quest SEZ 

Development Pvt 

Ltd, (Aequs) 

ベルガウム 精密工学 106.33

3

M/s. Opto

Infrastructure 

Limited *

ハッサン 電子機器ハー
ドウェア・ソ
フトウェア

101.171

4

M/s. Opto

Infrastructure 

Limited *

マイスール 電子機器ハー
ドウェア・ソ
フトウェア

13.345

5
KEONICS * シバモッガ 電子機器ハー

ドウェア
14.57

6

Ittina Properties Pvt. 

Ltd.*

ベンガルール 電子機器ハー
ドウェア・ソ
フトウェア

14.63

7
Suzlon

Infrastructure Ltd *

ウドゥーピ ハイテク工学
産物

259.33

8

Quest SEZ 

Development 

Private Limited*

ベラガピ 精密工学 106.33

* 申請済み
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Karnataka | Success Story | Company Name 

About The Speaker
Sudipto Gupta

Managing Director,

Wistron

• Senior business leader with over 25 years in 

the IT/electronics industry

• Held various roles in product management, 

institutional sales, operations management

• MBM from University of Calcutta

About The Company
• Wistron Corp. is a publicly listed company from 

Taipei, Taiwan

• Among top 5 contract manufacturers in the world

• Revenue - US$29.2 bn (2019)

• 82,000 people worldwide

• Accounts for every major global electronics 

brand as a customer

• HQ and R&D centres in Taiwan, offices/ 

operations in Asia, North America, Europe

Entry into India in 2008

• 2,200 people in India

• 2 factories in Karnataka – planning 2 more

• Committed US$165 mn in May 2019 for 

plant in Narasapura, outside Bengaluru

• “Good thing about Karnataka is 

dispensations change, but attitudes 

don’t”

• Political dispensation is pro-industry

• Administration is pro-active and ambitious

• One of the greatest achievements of 

Karnataka is lack of labour issues

Committed to growing in Karnataka 

over time
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カルナータカ | サクセスストーリー | 会社の名前

スピーカーについて
スディプト・グプタ (Sudipto Gupta)

ウィストロン
代表取締役

• IT・電子機器業界で25年以上の経験を持つシニ
アビジネスリーダー

• プロダクトマネジメント、機関投資家向け販売、
運営管理などで様々な貢献

• カルカッタ大学でMBMを取得

会社について
• Wistron Corp. は台湾の台北にある上場企業
• 世界トップ5に入る委託製造業者
• 292億アメリカドルの収益（2019年）
• 世界各国に合わせて8万2千人の従業員
• すべての大手グローバル電子機器ブランドを顧
客としている

• 台湾に本社と研究開発センターを置き、アジア、
北アメリカ、ヨーロッパに支部を持つ

2008年にインド展開

• インドに2200人の従業員
• カルナータカに二つの工場を持ち、更に
二つを計画中

• ベンガルールの近郊、2019年5月にナラサ
プラに工場を建てるために1.65億アメリ
カドルの投資を言質

• 「カルナータカの良い所は、体制が変わっ
ても態度は変わらないところ」

• 産業に友好的な政治体制
• 積極的で野心的な行政
• カルナータカの一つの大きな功績は労働問
題がないということ

時間をかけてカルナータカの発展を目
指す


