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Uttar Pradesh | ESDM Sector | Overview
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Rated under ACHIEVERS category in Ease of Doing 

Business raking

Largest electronics cluster in India 

40% of total 120 new ESDM manufacturing units 

established in India by 2018 have set up their base in UP

756 engineering colleges, 1321 polytechnics & it is 

supplying high quality manpower

India’s largest Single Window Portal has integrated 

146 services from 20 departments for online 

clearance. It has processed 1.3 Lakh investor 

applications till date. 

Uttar Pradesh is the biggest Electronics 

Manufacturing Hub of India

Uttar Pradesh



ウッタル・プラデシ | ESDM部門 | 概要
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ビジネスを容易に行えるランキングの
達成者部門にランクされています。

インドで最大の電子機械クラスタです。

2018年までにインドで設立された、総量120個の新しい
ESDM製造ユニットの40%がUPに拠点を置きました。

756の工科大学と1321の技術系工業学校があり、高質
な労働力を提供しています。

インド最大のシングルウィンドウポータルはオンラ
イン認可に向けて20部門から146のサービスを統合
しました。現在まで1.3ラーク（1３万）の投資者申
請をプロセスしました。

ウッタル･プラデシは
インドで最大の電気機械メーカーハブです。

ウッタル・プラデシ



Uttar Pradesh | ESDM Sector | Highlights

Key Incentives/Schemes
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15% additional Capital Subsidy over and above 

of incentive given by GOI

5% Interest Subsidy

100% Stamp Duty Exemption

State SGST Reimbursement on Net 

basis

25% Land Rebate on prevailing sector rates

Units for 3.0 + 1.0 (Purchasable) floor area ratio

30% of total FAR in minimum 50 acre of land allowed 

for welfare facilities like dormitories

100% Reimbursement of Patent Filling Cost

EPF and ESI Reimbursement

Sector Highlights
• India's electronics production was nearly US$ 70 Bn in 2018-19, 

UP contributes 40% of India’s total mobile manufacturing and 55% 

of India’s mobile component manufacturers

• World class road infrastructure and Multi model logistic hubs

• Perennial source of water in abundance for the electronics

• ~11,000 Acres of  land bank for investors along with ~5-6 Lakh Sq. 

Mts. Of Ready to Move in facility on rental basis offered by both 

government and private developers

• Large consumer base with population of 230 Mn people in UP and 

it shares borders with 9 North Indian states comprising 425 Mn 

population 

• Annual manpower availability of Semi Skilled  resources :  

2,00,000, Technical Graduates: 5,000, Graduates: 1,00,000, 

Technical Diplomas :25,000 at US$ 130 Lowest labor wages with 

relaxed labor norms
Large Base Of ESDM Players

Training Cost reimbursement



ウッタル・プラデシ | ESDM部門 | 注目点

主要インセンティブ/計画
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GOIに提供されたインセンティブを上回る15%`

追加の資本助成近。

5%の利子補給金

100%の印紙税免除

純額基準に対する州内課税
（ SGST ）返済

相場部門率への25%の土地払い戻し。
3.0 + 1.0 (購入可能) 床面積比率へのユニット
寮などの福祉施設向けに許可された最小50エーカーの
総FARの30%

特許申請費用の100%返済

EPFとESIの返済

部門の注目点
• 2018年-2019年のインドの電子機器生産はほぼ700億ドルであり

、UPはインドの総モバイル生産の40%、モバイル部品生産の55%

に貢献しています。

• 世界クラスの道路インフラストラクチャーと多様モデル物流ハブ

• 電気機器製品向けの豊富な水源

• 政府とプライベートの開発業者によって提供される、投資者向け
の11,000エーカーまでのランドバンキングと、5-6ラーク（50－
60万）平方メートルの引越準備済みのレンタル施設。

• UPの人口は2.3億で、大規模な消費者ベースを持っており、4.25

億の人口を持つ北インドの9つの州と隣接しています。
• 毎年利用可能な半熟練労働力数:200,000. 工学科卒業生数:5,000.

大学卒業整数:100,000．工学科学位:25,000. 緩い労働標準を持
つ最小労働賃金:$130

ESDMプレーヤーの大規模なベース

訓練費用の返済



Uttar Pradesh | Investment In Industrial Infrastructure

Connectivity Landscape 

Largest network of Expressways in India with of 

more than 1700 Km

▪ Yamuna Expressway

▪ Agra – Lucknow Expressway

▪ Purvanchal Expressway

▪ Bundelkhand Expressway

India’s largest international airport JEWAR 

coming up in the region

Eastern and Western Dedicated Frieght 

Corridor are inresecting at Dadri. 

State has developed industrial coridors and 

other facilities in and around the area such as 

DMIC AKIC, Multi Modal Logistics Hub and 

Multi Modal Transport Hub

Noida, Greater Noida and YEIDA provide a conducive  

ecosystem replete with infrastructure and unparalleled  

connectivity  to  serve  National,  Global  and Regional 

markets: 

▪ Metro Rail Connectivity

▪ 24*7 Water Supply

▪ 24*7 Power Supply

▪ Renewable Energy

▪ Automated Waste Collection 

▪ Intelligent Transport Management System

▪ Proposed Habitat center and Commercial City 

Center

▪ India’s only Formula I circuit “Buddh International 

Circuit”

▪ American Embassy School and British School, 

Foreign language center to learn languages like 

French, German, Spanish, Japanese, Korean, 

Chinese etc.

▪ Excellent and world-class hospitals in NCR region 

and One of the most sought-after medical 

destinations in Asia
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▪ More than 2000 Acres of land for 

Community/ Country specific sector with 

mix land use option available with YEIDA 

authority for the investors 

▪ Direct access with the Yamuna 

Expressway via 60m wide road

▪ In proximity to the residential sectors 

of the region

▪ Single Window Clearance for investors

▪ Presence of SEZs and Technology Parks

▪ India’s largest integrated venue for 

conventions and exhibitions “INDIA EXPO 

CENTRE & MART” 

▪ Commercial Hubs to facilitate trade 

activities 

▪ India’s emerging IT/ITeS hub

▪ Startup Hub of the state 

Utilities and Social 

Infrastructure
Industrial Infrastructure 

UP State
Presentation 



ウッタル・プラデシ | 産業基盤投資

接続性ランドスケープ

1700キロ以上のインドの最大ネットワーク高
速道路
▪ ヤムナ高速道路
▪ アグラ –ラクナウ高速道路
▪ プルヴァンチャル高速道路
▪ ブンデルカンド高速道路

この地域にインド最大の国際空港JEWARが建
設予定です

東西専用貨物道路はダドリを交差しています

この州は産業道路と、DMIC AKIC、マルチ
モーダル物流ハブとマルチモーダル運送ハブ
などの施設を近くに持っています。

ノイダ、グレーターノイダ、YEIDAは、インフラスト
ラクチャーが充満し、国内、世界的、地域の市場に前
例のない接続性を提供する、貢献的エコシステムを提
供します。: 

▪ 地下鉄接続性
▪ 24時間7日利用可能な水源
▪ 24時間7日利用可能な電源
▪ 再生可能エネルギー
▪ 自動廃棄物収集
▪ 賢い移動管理システム
▪ 生息地域と産業都市センター設立案
▪ インド唯一のフォーミュラ1回路「ブッダ国際回路

」
▪ アメリカ大使館学校、イギリス学校、フランス語

、ドイツ語、スペイン語、日本語、韓国語、中国
語などを学ぶ外国語センター

▪ アジアで最も高需要な医療場所のひとつである、
NCR地域ある優れた世界クラスの病院
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▪ コミュニティ・特定国部門向けの2000エ
ーカー以上の土地と、投資者向けの
YEIDA権限と共に利用可能な多様な土地
利用方法のオプション
▪ 60メートル幅のヤムナ高速道路を

通しての直接アクセス
▪ この地域の住宅街に隣接している

▪ 投資者向けのシングルウィンドウ認可
▪ SEZとテクノロジーパークの存在
▪ 集会や展示会向けのインド最大の統合会

場「インドEXPOセンター＆マート」
▪ 取引活動を促進するコマーシャルハブ
▪ インドの新興IT/ITeSハブ
▪ 州のスタートアップハブ

公共施設と社会インフラ 産業基盤

UP州プレゼンテーション
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Uttar Pradesh | Success Story | Samsung 

About The Speaker

Deepak Bhardwaj 

Senior Vice President

Head Strategy, Investments and Corporate 

Affairs

About The Company

• Samsung is India’s largest and most trusted consumer 

electronics and mobile phone brand. We also built India’s 

largest mobile network for Reliance Jio

• $10 billion revenues in India ($250 billion worldwide)

• Entered India in 1995
• 13,200 Employees in UP, 3 R&D centres 

(2 in Noida, 1 in Bangalore), and 1 design centre in Noida

• Has 2 manufacturing facilities in India (Noida and 

Chennai). Noida plant is the world’s largest mobile factory 

and is one of the earliest examples of Make in India, 

having been set up in 1996. Samsung R&D centres in 

India work on India specific innovations that help improve 

the lives of people of the country

Entered India in 1995

- More than 1.5 Lakh + retail and 

brand stores. 

- Nearly 3000 + Customer Support 

Centres

- PICUP Nodal Agency

- Largest MNC of UP

- Largest Exporter of UP

- Largest Mobile Exporter of India

- One of the Top MNC of India

- 70000+ employees in India

- Invested more than US$1B in UP

- US $ 2.7B export of mobile phones 

in 2019-20 

- 9000+ Employees 

- Mobile Capacity increased from 60M 

to 120M 

- capacity & product expansion)
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ウッタル･プラデシ | サクセスストーリー | サムスン

講演者について

ディーパック・バラディワジ
上席副社長

戦略、投資、企業総務部長

企業について

• サムスンはインドで最大の、最も信頼される消費者向け
電気機器と携帯電話のブランドです。サムスンはまた、
Reliance Jio向けにインドで最大のモバイルネットワーク
を建築しました。

• インドで100億ドルの収益（世界中で2,500億ドル）
• 1995年にインドに参入
• 3つのR&Dセンター（ノイダに2つ、バンガロールに1つ）、

そしてノイダにデザインセンター１件を持ち、UPに
13,200人の社員を持つ

• インド（ノイダとチェンナイ）に2つの製造施設を持つ。
1996年に設立されたノイダ工場は世界最大のモバイル工
場で、メイク・イン・インディアの最初の例のひとつで
す。インドにあるサムソンのR&Dセンターはインド特定
の革新技術に取り組み、インドの人々の生活を改善する
のに役立ちます。

1995年にインドに参入

- 1.5ラーク（１５万）以上の小売業
者とブランド店

- 3000件近くのカスタマーサポートセ
ンター

- PICUP基幹エージェント

- UPで最大手のMNC

- UPで最大の輸出者
- インドで最大のモバイル輸出者
- インドのトップMNCのひとつ
- インドに7万人以上の社員

- UPに10億ドル以上を投資
- 2019-2020年に27億ドルの携帯電話
の輸出

- 9000人以上の社員
- モバイル容量が6千万から1.2億まで
増加

- （容量&製品拡大）


