
Seminar on Investment Opportunities and One District One
Product Scheme in the State of Uttar Pradesh 

Organized by: Embassy of India, Japan

About the Event:  Uttar Pradesh (UP) is a state in northern India. It  has the third largest economy
among  Indian  states.  It  is  a  major  hub  for  industry,  agriculture,  and  trade,  with  a  thriving
manufacturing sector, a rich agricultural base, and a strategic location at the crossroads of India's
major trade routes. UP is fast emerging as one of the most investor friendly States in our country.
The  government  of  UP  has  embarked  on  a  number  of  initiatives  to  encourage  investment  and
promote business growth.
The state of UP also offers a diversity of crafts and industries, including from its small towns and
small districts which are known for interesting and unexpected products typical of that area. The UP
government’s  One District,  One Product  Programme  aims to encourage  such indigenous  and
specialized products and crafts. There are products in UP that are found nowhere else – like the
ancient  and  nutritious  'Kala  namak'  rice,  the  rare  and  intriguing  wheat-stalk  craft,  world-famous
chikankari and zari-zardozi work on clothes, and the intricate and stunning horn and bone work that
uses the remains of dead animals rather than live ones, a nature-friendly replacement for ivory. 
The event’s objective is to share information on investment opportunities in Uttar Pradesh with a
special focus on products covered under One District, One Product scheme. 

Date and Time: 24th January 2023 |  15:30 to 16:30 PM (JST) 

Venue: VCC Auditorium, Embassy of India, Tokyo, Japan

AGENDA 

Time Agenda Proposed Speaker

15:30pm-15:35pm Introduction by Emcee  Embassy of India, Japan

15:35pm-15:45pm Opening Remarks Representative of Embassy of India (TBC)

15:45pm-15:55pm Videos on Uttar Pradesh

15:55pm-16:05pm Remarks Additional  Chief  Secretary,  MSME & Export
Promotion,  Khadi  &  Village  Industries,
Handlooms  &  Textiles  Department,
Government of Uttar Pradesh

16:05– 16:25pm Presentation on Investment
Opportunities  and  One
District  One  Product
Scheme

Representative  of  Government  of  Uttar
Pradesh (TBC)

16:25pm-16:30pm Closing Remarks Embassy of India, Tokyo

Registration Link: https://forms.gle/bdPgvd3tKtfMqaNW8



ウッタル・プラデーシュ州の投資機会と特定製品生産特区セミナー

主催者：駐日インド大使館
イベントについて：
ウッタル・プラデーシュ州は北インドに位置しています。ウッタル・プラデーシュ州の経済規模はインド第三位です。ウッタル・プラデーシュ州は繁栄した製造分野、豊富な農業基盤を伴う産業、農業、貿易の主要なハブであり、そしてインドの主要な貿易ルートを横断する戦略的位置にあります。ウッタル・プラデーシュ州はインドで最も投資し易い州のひとつとして急速に台頭しています。ウッタル・プラデーシュ州政府は投資やビジネス成長を促進するためにイニシアチブを推進しています。
ウッタル・プラデーシュ州には、その地域特有の興味深く珍しい製品で知られる小さな町や地域の多様な工芸や産業があります。ウッタル・プラデーシュ州政府の特定製品生産特区プログラムはそのような固有で特別な製品や工芸品の生産の促進を目的にしています。ウッタル・プラデーシュ州には他ではみられない古くから栄

 養のある「カラナマク米」や珍しく魅力ある小麦の茎の工芸品、世界的に有名なチカンカリ、ザドーズィの刺繍、生きている動物ではなく死んだ動物の遺骸を利用し、象牙の代替として複雑でとても美しい角や骨の工芸品があります。
イベントの目的は特定製品生産特区スキームに該当する特別な製品に注目してのウッタル・プラデーシュ州の投資機会情報をお知らせすることです。

日時  ： 2023年 1月 24日（火）|  午後 3時 30   分 ｰ 4時 30分（日本時間）
会場  ：駐日インド大使館 VCC講堂

時間 アジェンダ 登壇者
15:30pm-15:35pm 司会者の紹介 駐日インド大使館
15:35pm-15:45pm 開会の辞 駐日インド大使館代表
15:45pm-15:55pm ウッタル・プラデーシュ州

ビデオ上映
15:55pm-16:05pm 講演 ウッタル・プラデーシュ州政府、MSME＆輸出促進、カディ＆農村産業、手織物＆繊維局、

首席次官補
16:05pm-16:25pm 投資機会及び特定製品生産特区スキームについての発表 ウッタル・プラデーシュ州政府代表（TBC）

16:25pm-16:30pm 閉会の辞 駐日インド大使館

登録リンク：https://forms.gle/bdPgvd3tKtfMqaNW8
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