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TOP NEWS

基本診察料500ルピーに設定
セコムの日系総合病院、来月開院

南部カルナタカ州バンガロールに来月、日系の総合病院が開院する。セコム医療システム（以下、セコ
ム）と豊田通商、地場の複合企業（コングロマリット）キルロスカ・グループが提携し、建設を進める
「サクラ・ワールド・ホスピタル」だ。磁気共鳴画像装置（ＭＲＩ）や血管造影検査装置など高度な医療
機器を備える一方、幅広い所得層の受け入れを目指し、外来の基本診察料を１人当たり500ルピー（約800
円）に設定した。事業主体となる３社合弁「タクシャシーラ・ホスピタルズ・オペレーティング」の八島
利昌社長（セコム医療システム）に話を聞いた。

　「日本企業が民間資本だけで海外での病院経営に乗り
出すのは初めてとなる」。2011年に豊田通商がキルロス

カと企画し、運営ノウハウを持つセコムが参画した。３
社は昨年６月にセコムが中核となって合弁「タクシャシ
ーラ・ホスピタルズ・オペレーティング」を設立し、イ
ンドでの総合病院の開設を正式発表した。
　医療市場の拡大を見据えた上で、「セコムが日本で展
開する医療サービスをインドの医療現場でも実現した
かった」と提携時を振り返る。日本の看護技術を導入
し、「職業としてまだ未整備な看護師の地位を向上させ
たい」との野心ものぞかせる。
　循環器内科と外科、脳神経外科、一般外科、消化器
科、外傷センターに診療の重点を置き、中でも「インド
人は生活習慣病による心疾患リスクが高いとされ、循環
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器系は中核を担う」とみている。国際糖尿病連合（ＩＤ
Ｆ）によると、インドは心臓病の危険因子となる糖尿病
の患者数が6,300万人と推計され、中国に次いで世界で
２番目に多い（12年統計）。
　

中間層がターゲット
　
　医業収益は外来が１～２割、入院が８～９割を占める
といわれ、手術にも力を注ぐ。手術室は12室を備え、
集中治療室（ＩＣＵ）には80床を設置した。救急車は
２台配備する。産科、小児科も随時開業予定で「家族全
体のケアを通じて外来利用を拡張し、診断によっては入
院の流れにまでつなげていく」考えだ。
　利用者層の絞り込みともなる外来の基本診察料は１
人当たり500ルピーを目安にした。中所得層以上が主な
ターゲット層となる。「国内病院運営大手のアポロ・ヘ
ルス・アンド・ライフスタイル（ＡＨＬＬ）やフォルテ
ィス・ヘルスケア、マックス・ヘルスケアと基本的な受
け入れ方は変わらず、基本診察料についても同水準とみ
ている」。一方で、貧困者層の利用も想定した病床を22
床確保した。７月に立ち上げた信託基金「サクラ・ファ
ンデーション」を通じて医療費を拠出し、地域貢献に役
立てる。　

　現地の医療現場
で実感したのは、
「患者の 54％に後
遺症が残るとされ、
物理療法から（機能
回復を目指す）リハ
ビリテーションへ
の移行が進んでい
ない」点だ。日本で
は医師や理学療法

士、医療ソーシャルワーカーなどで構成される「チーム
医療」を通じてリハビリ事業が展開されており、サク
ラ・ワールド・ホスピタルでもリハビリテーション専門
のフロアを設置し、普及に努める。
　初年度（2014年４月～15年３月）の売上高目標は９
億4,000万ルピー（約15億円）。３年後の黒字化を目指
す。同院の近くには半導体の世界最大手、米インテルの
インド法人インテル・テクノロジー・インディアが本拠
を構えるが、周辺地域に進出するＩＴ関連企業などの検
診ニーズの取り込みも狙う。
　

工期の遅れは「施工の分業化」
　
　開院は当初、今年４月を予定していた。しかし、「建

築に予想以上の時間を費やした」という。インドでは、
日本のようにゼネコンが施工を一括して請け負うので
はなく、躯体、電気、空調などで工程が分業化されてい
る。このことが工期の遅れにつながった。また、「柱と
なる診療科の絞り込みが難航したことも多少響いた」。
院内設計は診療科によって配置や専有面積が異なるた
め、専門領域を最終調整する中で設計変更があったとい
う。　

　他にも、「病院建
築は日本と同様に
消防法などに基づ
いた各種検査があ
り、申請項目が多岐
にわたる上、関係当
局の縦割り行政も
進捗（しんちょく）
の壁となった」と現

場での苦心を明かす。
　一方、３社の合弁による利点もあった。「豊田通商が
医療資材、行政とのやりとりをキルロスカが主に担う形
で進めた。セコムは日本と同水準のサービスを提供す
る」。
　現在は来月の開院に向けて、医療機器やベッドの搬入
が進んでおり、医療従事者のオリエンテーションも並行
して実施している。開業当初は医師約100人、看護師約
230人で対応し、５年後には計900人まで増強する方針
だ。日本からは医師１人、看護師２人を派遣するが、イ
ンドでは外国人による医療行為が認められないため、
「指導」という立場になる。
　次回はインドの診察、医療保険の実情について概観す
る。

＜メモ＞
■タクシャシーラ・ホスピタルズ・オペレーティング
昨年６月に設立。セコム医療システム（40％）、豊田
通商（25.4％）、キルロスカ・グループ（34.6％）が
出資した。資本金は13億ルピー。配当の割合は、セ
コム医療システムと豊田通商が50％、キルロスカ・
グループが50％となる。
■サクラ・ワールド・ホスピタル
建物は地下２階、地上９階建て。病床数は280床。延
べ床面積は２万4,700平方メートル。
＜http://sakraworldhospital.com/＞
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【インド－車両】

ホンダ、第４世代「シティ」を１月に投入へ
　ホンダカーズインディア（ＨＣＩ
Ｌ）は25日、中型セダン「シティ」
の第４世代を発表した。インドでは
来年１月の発売になる予定という。
エコノミック・タイムズ（電子版）
が伝えた。
　新型のシティは、現行モデルより
レッグルームが６センチ拡大され、

車高が１センチほど高く設計されて
いる。ディーゼル版とガソリン版を
取りそろえ、排気量はともに1500ｃ
ｃ。ディーゼルエンジンは「i―
DTEC」、ガソリンエンジンは「i―
VTEC」を採用した。ＨＣＩＬによる
と、Ｃセグメント（中型セダン）で
は「最高水準の燃費効率」という。

　同車は55カ国・地域で発売される
予定。ＨＣＩＬは４月にディーゼル
版を投入したコンパクトセダン「ア
メイズ」が好調で、４月からの累計
販売台数は３万5,000台を超えてい
る。新型のシティ投入で、中型セダ
ンでも人気を獲得したい考えだ。

【インド－車両】

ＢＭＷ、新型「ミニ」を年内にも発売
　独系高級車大手ＢＭＷインディア
のフィリップ・フォンザール社長は、
コンパクトカー「ミニ（ＭＩＮＩ）」
の新型について、チェンナイ工場（南
部タミルナド州）での組み立てを近
日中に開始する方針を明らかにした。
エコノミック・タイムズ（電子版）
が伝えた。
　新型のミニは、旧型と比べてやや

大型化したものの、軽量化と燃費性
能の改善を同時に実現したのが特徴。
先行車との車間距離を保ち、衝突を
回避するためのレーダー・クルー
ズ・コントロール・システムも初め
て搭載された。フォンザール氏は「全
面刷新したミニを近くインド市場に
投入する計画だ」と語った。
　新型のミニは、現在開催中の「東

京モーターショー」でお披露目され
ていた。プラグインハイブリッド車
を含め、世界市場では８～10モデル
が展開される見込みとなっている。
インド市場には、年内をめどにディ
ーゼル車が先行して投入されるとみ
られる。

【インド－車両】

英高級二輪トライアンフ、月内に市場参入
　英国の高級二輪車メーカー、トラ
イアンフ・モーターサイクルは、イ
ンド国内で今月28日から製品の販
売を開始する。現地法人のビマル・
サンブリー社長の話をファイナンシ
ャル・エクスプレス（電子版）が伝
えた。
　トライアンフは、年内をめどに首
都ニューデリーと西部マハラシュト
ラ州ムンバイ、南部カルナタカ州バ
ンガロールの少なくとも３カ所でシ
ョールームを設置する計画。まずは
「ボンネビル」と「デイトナ675」、
「ロケットスリー」の３車種を投入す

るとみられる。高率の輸入関税を回
避し、販売価格を低く抑えるため、
一部の車種は北部ハリヤナ州マネサ
ールに新設した工場でＣＫＤ（完全
ノックダウン）生産する方針だ。ト
ライアンフは、カルナタカ州に工場
を設置する計画も温めているもよ
う。
　インド国内では、通勤や通学に二
輪車が使われるのが一般的。市場の
大半は排気量350ｃｃ以下の車種が
占め、高級二輪車の割合はごくわず
かにとどまっている。ただ、インド
自動車工業会（ＳＩＡＭ）によると、

今年度は350ｃｃ以下の車種が販売
台数で3.5％増の伸びを示す一方、
トライアンフやロイヤル・エンフィ
ールドなどの大型高級車種は倍増し
た。
　トライアンフにとっては、顧客の
取り込みだけでなく、いかにしてツ
ーリングの魅力を訴えるかも課題と
なりそうだ。サンブリー社長は「二
輪車を通じた道路との対話。これこ
そが最高の経験だ。インドでもこの
文化が生まれつつある」と述べ、今
後の展開に期待感を示した。
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【インド－運輸】

カーゾン、35都市で先進国型レンタカー事業
　レンタカー国内最大手のカーゾン
レントは、向こう３年間で40億ルピ
ー（約65億円）を投じ、35都市で
レンタカー事業「マイルズ」を展開
する計画だ。国内で一般的な運転手
付きではなく、先進国と同様に車両
のみを貸し出す。ラジブ・ビジ社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）の話と
して、エコノミック・タイムズ（電
子版）が伝えた。
　カーゾンレントは第１段階として、
マヒンドラ＆マヒンドラ（Ｍ＆Ｍ）
の電気自動車（ＥＶ）「ｅ２ｏ（イ
ー・ツー・オー）」やマルチ・スズキ
の小型車「スイフト」、フォード・イ
ンディアのスポーツタイプ多目的車
（ＳＵＶ）「エンデバー」など計100

台をそろえる。
　事業はまず、デリーと西部マハラ
シュトラ州ムンバイ、南部カルナタ
カ州バンガロールの３都市で展開す
る計画。観光や娯楽向けの需要を取
り込むため、カーゾンレントはマイ
ルズの営業所を空港や鉄道駅などに
設置する方針だ。
　その後も、南部アンドラプラデシ
ュ州ハイデラバードや同タミルナド
州チェンナイ、西部ラジャスタン州
ジャイプールなど、計35都市に事業
地域を広げる考えだ。１日当たりの
レンタル料は800～4,999ルピーで、
向こう３年で自動車の保有台数を
5,000台に増やしたい考えだ。
　国内のレンタカー市場は40億米

ドル（約4,100億円）規模あるもの
の、法人向けのリースや無線タクシ
ーなど、運転手付きが多い。米ハー
ツや独シクストなどの世界的大手が
数年前に参入した例はあるが、先進
国で一般的な自動車のみのレンタル
は、国内ではほとんど普及していな
い。
　一方、ビジ氏は「無秩序なタクシ
ー業界の現状を踏まえると、自動車
のみのレンタル事業の可能性は大き
い」と説明。「コストの透明性を高
め、借り手の無駄な時間と手間を省
くことで、世界最高水準のサービス
を提供したい」と述べた。

【インド－運輸】

年末年始のデリー空港、濃霧の影響の可能性
　インド気象庁（ＩＭＤ）は22日、
濃霧の影響で12月23日（月）～来
年１月７日（火）までインディラ・
ガンジー国際空港（ＩＧＩＡ）での
運航に支障をきたすとの見通しを示
した。特に午前５～９時の間は予定
されるフライトの99％に影響があ
るという。
　ＩＭＤは、１月13日（月）～２月

７日（金）と２月17日（月）～３月
１日（土）にも濃霧の影響があると
予想。1月16～28日には大雨も予想
している。
　各航空機に離着陸の明確な時刻を
伝え、運航の遅延を最小限に食い止
めるため、インド空港局（ＡＡＩ）
が関係部署と連携して展開する「デ
リー空港共同意志決定システム」（Ｄ

Ａ―ＣＤＭ）を初めて活用し、各航
空機に天候の状況などを迅速に通達
する。
　また、ＩＧＩＡでは運航の遅延に
よって待機する搭乗者向けに、ター
ミナル１―Ｄに300席を増設する予
定という。

【インド－製造】

複合ＩＴＣ、取扱店200万店の地図情報公開
　複合企業（コングロマリット）Ｉ
ＴＣは公式ウェブサイト内の店舗検
索ページで、自社の日用消費財（Ｆ
ＭＣＧ）製品を取り扱う国内小売店
の地図情報を公開している。対象店
舗は計200万店以上。引き続き機能
の充実を図り、業界首位の英蘭系ヒ
ンドゥスタン・ユニリーバ（ＨＵＬ）
を追撃する考えだ。エコノミック・
タイムズ（電子版）が伝えた。

　店舗検索ページには大手小売りチ
ェーンの店舗のほか、「キラナ」と呼
ばれる零細商店を含めた国内150市
町村の200万店以上を掲載。消費者
は必要情報を入力するだけで、目的
の製品を取り扱う店舗を地域ごとに
検索できる。ＩＴＣは今後、消費者
への浸透を目指し、店頭や商品のパ
ッケージで大規模なＰＲを展開する
予定だ。

　ＩＴＣでＦＭＣＧの流通業務など
を管轄するサンジブ・プリ氏は店舗
検索機能の充実について、「消費者と
の距離をさらに縮め、高級（プレミ
アム）製品販売にてこ入れすること
を目的とした取り組み」と説明する。
将来的には店舗ごとの在庫情報など
も掲載し、利便性をさらに高める方
針だ。
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【インド－製造】

ロレアル、売上高10～15％増目指す
　仏化粧品大手ロレアルの現地法人
ロレアル・インディアは今年、売上
高を前年の160億ルピー（約260億
円）から10～15％増やすことを目指
す。ＰＴＩ通信が24日に伝えた。
　アシーム・カウシク業務用製品部
門トップによると、都市部の業務用
スキンケア、ヘアケア製品市場は推

計で250億ルピー規模。年率15％の
ペースで拡大しており、ロレアルは
「ケラスターゼ」や「マトリックス」
などのブランドで展開している。
　ロレアルは今年９月、86年創業の
業務用製品の老舗メーカー、シェリ
ルズ・コスメシューティカルズを買
収。シェリルズは美容室１万店を通

じて製品を展開しており、2012年の
売上高は約２億ルピーだった。この
点との関連で、カウシク氏は「シェ
リルズの製品は国内にあるロレアル
系の美容室３万5,000店のほか、ス
リランカやネパール、バングラデシ
ュでも入手可能になる」との見通し
を明らかにした。

【インド－建設】

インフラ大手の金融費用、上半期は10億米ドル
　 地 場 イ ン フ ラ 大 手 10社 の
2013/14年度上半期（13年４～９月）
の金融費用が、総額10億米ドル（約
1,017億円）を超える規模だったこ
とが明らかになった。ＰＴＩ通信が
伝えた。
　調査対象は、建設エンジニアリン
グ大手ラーセン・アンド・トゥブロ
（Ｌ＆Ｔ）、同業ヒンドゥスタン・コ
ンストラクション（ＨＣＣ）、建設大

手リライアンス・インフラストラク
チャー（Ｒインフラ）など10社。上
半期の金融費用は前年同期比
28.9％増となる合計679億4,000万
ルピー（約1,105億円）で、米ドル
換算では10億米ドルを上回る水準
となった。専門家からは、「インド準
備銀行（中央銀行）がさらに金利を
引き上げた場合、金融費用が増加す
る傾向は下半期も続く可能性があ

る」との見方が出ている。
　ＳＭＣグローバル・セキュリティ
ーズのストラテジスト兼調査責任者、
ジャガンナダム・スヌグントラ氏は
「経済全体の減速が、インフラ部門の
債務・金利負担増につながっている」
と指摘。「多額の負債を抱える企業が
現状を脱するには相当の時間がかか
る」との見通しを示している。

【インド－資源】

金宝飾品輸出額、10月は6.9％減
　宝石・貴金属輸出振興委員会（Ｇ
ＪＥＰＣ）は25日、10月の金宝飾
品の輸出額が前年同月比6.9％減の
６億895万米ドル（約619億500万
円）だったことを明らかにした。フ
ァイナンシャル・エクスプレス（電
子版）が伝えた。

　輸出額が減少したのは、政府が金
の輸入量を制限していることが背景
にある。インドにとり、金宝飾品の
原料となる金は原油に次いで２番目
に金額の大きい輸入品目。政府は経
常赤字の一因になっている金の輸入
量を抑えることで収支のバランスを

取りたい考えがある。
　ＧＪＥＰＣによると、４～10月の
金宝飾品輸出額は前年同期比約
55％減の39 億5,000万米ドルだっ
た。

【インド－資源】

政府、周辺国結ぶガスパイプライン網拡大を検討
　政府は、イランやミャンマーなど
の周辺国を結ぶ新たなガスパイプラ
インの敷設を検討しているようだ。
ガスの輸送網を拡大することで、隣
国とのガスの相互供給をこれまで以
上に安定させる狙い。政府関係者の
話として、エコノミック・タイムズ
（電子版）が25日に伝えた。
　ミャンマーやイランのほか、バン
グラデシュ、中国、パキスタンにま
たがるガスパイプライン網を構築す
る。パイプラインは全長１万5,000
キロメートルになる見通し。同計画

はモイリー石油・天然ガス相からも
支持を得ているという。
　今回のプロジェクトはインドとト
ルクメニスタン、アフガニスタン、
パキスタンを結ぶ総事業費76億米
ドル（約7,700億円）のガスパイプ
ライン敷設計画の拡張計画となる。
インドガス公社（ＧＡＩＬ）は、北
部パンジャブ州ジャランダールとパ
キスタン国境を結ぶ全長110キロの
パイプラインを通じたガス供給に向
け、すでに同国政府と協議に入って
いるという。

　パキスタン政府は約150万トンの
液化天然ガス（ＬＮＧ）をインドか
ら引き受ける計画があり、インド政
府はグジャラート州のガス精製施設
からガスを輸送する構想だ。
　このほか、インド政府は天然ガス
が豊富なバングラデシュ、ミャンマ
ーともガス供給システムを構築した
い考え。実現すれば、以前に頓挫し
た３国を結ぶ全長900キロのパイプ
ライン敷設計画が復活することにな
る。
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【インド－食品】

酒造ディアジオ、高価格帯路線に方針転換
　英酒造大手ディアジオは、高価格
品を中心に今後のインド事業を展開
する方針だ。高級路線への転換に伴
い、品ぞろえの見直しを進めている。
エコノミック・タイムズ（電子版）
が伝えた。
　ディアジオは国内で展開するウイ
スキー「ローソンズ・リザーブ」の
販売規模を縮小し、スコッチウイス
キーや高級ウオツカに注力する。高
級品の拡充に向けた取り組みとして
は、英高級ファッションブランドの
アルフレッド・ダンヒルがデザイン

を手掛けた最高級ウイスキー「ジョ
ニー・ウォーカー・ブルーラベル」
の限定品を近く発売する予定。ムン
バイでの販売価格は１本当たり２万
8,000ルピー(約４万6,000円)以上
で、グラスなどがセットになった「ト
ランク」は50万ルピー以上に設定さ
れている。
　ディアジオは今年、地場同業のユ
ナイテッド・スピリッツ（ＵＳＬ）
の経営権を取得した。ＵＳＬが国内
蒸留酒市場で他社を圧倒しているこ
とから、ディアジオは高級路線に転

じてすみ分けを図る。同社現地法人
のアバンティ・サンカラナラヤナン
社長は、「高級酒類部門は急速に成長
しており、高い利益が期待できる」
との見方を示している。
　ＵＳＬは主力の「バグパイパー」
などを中心に国内蒸留酒市場で推定
42％のシェアを確保し、２位の仏ペ
ルノ・リカール（推定12％）に大差
を付けている。一方で、ディアジオ
のシェアは約１％にとどまっている
という。

【インド－医薬】

ランバクシー、ワクチン事業から撤退の可能性
　第一三共傘下の製薬大手ランバク
シー・ラボラトリーズは、南部カル
ナタカ州バンガロールを拠点にワク
チンの製造を手掛ける傘下企業バイ
オベル・ライフサイエンシズを売却
する方針だ。ビジネス・スタンダー
ド（電子版）が伝えた。
　ワクチン市場への参入に向け、ラ
ンバクシーは2010年にバイオベル
を買収したが、この２年間は新製品
を投入できていなかった。バイオベ
ルの工場関連で、７～９月期に４億
8,500万ルピー（約７億9,000億円）

の減損処理を実施した事情もある。
ランバクシーの経営陣は投資家向け
の説明会で、バンガロール工場の価
値は「市場環境が原因で低下した」
と説明していた。
　バイオベルの売却話が浮上した背
景について、ランバクシーの関係者
はコメントしていないが、専門家の
一部は「市場環境が原因ではなく、
ランバクシー自体に採算性を改善す
る必要が生じた」ためと分析してい
る。米国に輸出していた製品との関
連で、ランバクシーは米当局から罰

金を科されるなどしており、財務内
容の改善に向けた方策を明示する必
要に迫られていた。
　米コンサルティング大手マッキン
ゼー・アンド・カンパニーの報告書
によると、国内のワクチン市場は12
年時点で５億米ドル（約510億円）
規模。市場規模は依然として小さい
とみる向きもある一方、大きな成長
の可能性を秘めているとの見方もあ
る。

【インド－医薬】

ロート製薬、グ州に点眼薬製造の合弁設立
　ロート製薬（大阪市生野区）は23
日、西部グジャラート州アーメダバ
ードに点眼薬の製造工場を建設する
と正式発表した。2015年の稼働を目
指す。インドでの需要拡大をにらみ、
生産体制を整える。
　新工場は、地場で点眼薬の製造・
販売を手掛けるシュロフ・グループ
との合弁事業となる。同グループ傘
下の医薬品製造会社ディープ・ケ

ア・ヘルスの株式40％を第三者割当
増資で取得し、年内に社名を「サン
ウェイズ・ロート・ファーマシュー
ティカル」に変更する。出資額は非
公表。
　新たな製造拠点は、ディープ・ケ
ア・ヘルスの既存工場がある敷地内
に建設する。ロート製薬の広報担当
者はＮＮＡに対し、年産能力や売上
高目標などの詳細については今後詰

めていくと説明。一般向け点眼薬の
ほか、医療用も生産する予定。販売
については、シュロフ・グループ傘
下の販売会社サンウェイズが担うと
いう。中東・アフリカ諸国への輸出
も視野に入れている。
　ロート製薬は10年に現地法人を
設立し、洗顔料などを販売している。
海外の生産拠点としては８カ所目と
なる。
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【インド－商業】

ベネッセ、コンピューター教材会社に出資
　ベネッセホールディングス（岡山
市北区）は、地場のコンピューター
教材サービス会社インオープン・テ
クノロジーズに20万米ドル（2,000
万円）を出資した。ベネッセは、イ
ンドの教育現場で導入が進むインオ
ープンのプログラミング教材の開発
ノウハウを取り込み、自社商品に応
用していく考え。
　出資は、ベネッセが教育・保育関
連事業への投資を目的とした基金
「ベネッセソーシャルインベストメ

ントファシリティ」（ＢＳＩＦ）を通
じて実施した。今後も段階的に出資
し、2014年春までに合計で最大100
万米ドルに増やす方針。出資比率の
上限は15％未満になるもよう。
　インオープンは、パソコン上での
ゲームや絵画を通じてコンピュータ
ープログラミングの基礎が学べる教
材「コンピューター・マスティ」を
主力商品に据える。現在、インド国
内の主に小・中学校で採用されてお
り、約50万人の児童・生徒が利用し

ている。
　ベネッセのグローバルソーシャル
イノベーション部はＮＮＡに対し、
教育事業への出資を通じて子どもの
将来的な就労機会や所得向上に貢献
していくと説明。また、プログラミ
ング教育は論理構成力や創造性を育
むとされ、日本の教育現場でも注目
されつつあるという。同社が展開す
る通信教育講座「進研ゼミ」や「こ
どもチャレンジ」などの商品開発に
も生かし、内容の拡充を図る。

【インド－商業】

アマゾン、投資規制緩和で政府と協議中
　米通販サイト大手アマゾン・ドッ
ト・コムは、電子商取引（ＥＣ）に
関する外国直接投資（ＦＤＩ）の規
制緩和について、政府と協議してい
ることを明らかにした。ＰＴＩ通信
が伝えた。
　アミット・デシュパンデ販売店サ
ービス部門取締役が24日に明らか
にした。同取締役は「ＥＣ市場への
ＦＤＩ規制を緩和を引き出すべく、
政府と協議に入っている」と説明。
規制が緩和されれば、消費者は選べ
る商品の幅が広がるだけでなく、Ｅ
Ｃ業界のサービスの質向上にもつな
がる」と話した。

　現在のＥＣ事業規制では、出店業
者を通じて商品を販売するＢ２Ｂ
（法人向けビジネス）は100％の外資
参入が認められているものの、事業
者が消費者に商品を直接売ることは
できない仕組みになっている。アマ
ゾンは日本など他国と同様、消費者
に直接商品を売り込めるよう政府に
規制緩和を求めていく方針だ。
　商工省産業政策促進局（ＤＩＰＰ）
の関係者は今年２月、ＥＣの規制緩
和に向け、シャルマ商工相がアマゾ
ンと協議する方向で調整に入ってい
ることを明らかにしていた。インド
政府は昨年９月に小売業での外資の

出資上限を複数ブランドで51％、単
一ブランドで100％に緩和したもの
の、ＥＣは対象外となっている。
　アマゾンは昨年２月、現地子会社
を通じ、ネット通販サイト「ジャン
グリー・ドット・コム」を立ち上げ
た。今年６月からインドで事業を開
始している。当初は書籍と映画ソフ
トのみを販売していたが、現在の販
売商品は15カテゴリー以上に拡大。
出店業者の数も1,400を超えている
という。デシュパンデ氏は「スポー
ツ用品や衣料品なども追加していき
たい」と意欲を示した。

【インド－金融】

小売店で現金引き出し、国営ＳＢＩが新サービス
　銀行最大手の国営インドステイト
銀行（ＳＢＩ）が発行するデビット
カードの利用者は、現金自動預払機
（ＡＴＭ）を探す手間が省けそうだ。
手数料の支払いは必要なものの、「キ
ラナ」と呼ばれる零細商店を含め、
販売時点情報管理（ＰＯＳ）ターミ
ナルが設置された小売店で現金の引
き出しが可能になったためだ。ビジ
ネス・ライン（電子版）が伝えた。
　インド準備銀行（中央銀行）は数

年前から構想を打ち出していたもの
の、ＰＯＳターミナルが現金の引き
出しで活用されるのは初めて。ＳＢ
Ｉは１億4,000枚のデビットカード
を発行しており、ＰＯＳターミナル
は国内の約10万カ所にある。引き出
し額の上限は 1,000ルピー（約
1,600円）。手数料は7.5ルピーで、
うち５ルピーは小売業者の収入とな
る。銀行にとっては、ＡＴＭの負荷
が軽減されるメリットもあり、ＳＢ

Ｉの幹部は「誰にとってもウィン・
ウィン（相互利益）の状況」と話し
ている。
　カードでの決済が普及しつつある
ものの、国内では現金が必要となる
場面もまだまだ多い。ＳＢＩの設置
分を含め、ＰＯＳターミナルは国内
の105万カ所にある。今後は、ＩＣ
ＩＣＩ銀行やＨＤＦＣ銀行といった
民間大手に追随の動きが出るかどう
かが注目を浴びそうだ。
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【インド－媒体】

印最大映画祭で日本特集　計14作品が上映
　【ゴア（インド南部）共同】イン
ド南部ゴアで開かれているインド国
際映画祭で、日本映画特集が初めて
組まれ、出品した日本の監督らが24
日記者会見し、黒沢清監督が「日本
映画の多様性の一端を知ってほし
い」と述べた。
　インド最大規模の映画祭で、日本

映画は計14作品が上映された。文化
や製品を海外に売り込む「クールジ
ャパン戦略」の一環として、日本の
経済産業省が支援した。国際展開で
先んじるインドの映画業界との協力
を進める狙いもある。
　映画祭はインド政府主催で、イン
ド情報・放送省のラベンドラ・シン

映画担当局長は「日本とは映画に限
らず、ゲーム産業やアニメで協力を
深めていきたい」と話した。
　映画祭では黒沢監督の「リアル～
完全なる首長竜の日～」や、アニメ
「おおかみこどもの雨と雪」などが上
映され、会場が満席になる作品も多
く、好評だった。

【アフガニスタン－社会】

地位協定の署名促す　ケリー氏、アフガン側に
　【ワシントン共同】ケリー米国務
長官は24 日、アフガニスタンのロ
ヤ・ジルガ（国民大会議）が米軍駐
留継続に向け、米兵の地位に関する
協定を承認したことを歓迎し「次の
重要なステップは速やかな署名だ」

と強調、カルザイ大統領に早期署名
を促す声明を発表した。
　長官は国民大会議が年内の協定署
名を求めたことについて「米国との
長期的関係を、アフガン国民がこれ
以上力強く約束することは想像でき

ない」と特筆し、協定の早期発効が
重要と訴えた。
　カルザイ大統領はこれまで、次期
大統領が署名すべきだとの見解を示
すなど、署名時期を明示していな
い。

【アフガニスタン－社会】

７世紀の新石窟発見　バーミヤンで日本隊
　【カブール共同】アフガニスタン
中部の世界遺産バーミヤン仏教遺跡
で、日本の考古学の専門家らが25日
までに、７世紀ごろに造営されたと
みられる石窟を新たに発見した。石
窟は遺跡中心部から約３キロメート
ル離れた谷にあるが、ドーム状の天
井と八角形の部屋を持つ様式は中心
部の石窟様式と同じで、バーミヤン
での仏教の広がりを知る重要な手掛
かりになると期待される。
　新たに石窟が見つかったのは、
2001年に破壊された２体の大仏が
ある中心部の石窟から西へ約３キロ
メートルのフォラディ谷。調査の結

果、石窟は奥行き約4.5メートルの
八角形の部屋に高さ約4.5メートル
のドーム天井を持つ「円蓋八角堂」
とみられ、祈りの場として使われて
いたと考えられる。
　バーミヤンでは、中心部から周辺
に仏教が広がり、中心部の石窟ほど
古いとされる。フォラディ谷の多く
の石窟は、８世紀ごろに造られたと
いわれている。
　だが、今回見つかった石窟の様式
は、専門家によると、破壊された２
体のうちの一つ、東大仏（高さ約38
メートル）脇の７世紀ごろの石窟な
ど一部にしか見られない珍しいもの

という。
　フォラディ谷は1960年代に京都
大が調査。東京文化財研究所も2003
年に調査に訪れたが、その際には石
窟は確認されていなかった。03年当
時に石窟を覆っていた土砂が、住宅
建設のため取り除かれ、一部が姿を
現したとみられる。
　石窟を発見した東京文化財研究所
の山内和也地域環境研究室長は「今
回発見された石窟をどう保存・修復
し、活用していくべきか、方法を見
つけたい。フォラディ谷の文化的価
値が高まることにつながれば」と話
している。
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26日

日中韓自由貿易協定交渉ほか

　【国内】
　＜経済＞
　・日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉＝第３回
　（～29日、東京都）
　・10月31日の金融政策決定会合の議事要旨公表
　（８時50分、日銀）
　・日本鉄鋼連盟会長会見
　（13時、東京都中央区・鉄鋼会館）
　・総合資源エネルギー調査会電気料金審査専門小委

員会＝第８回（16時、経済産業省）
　・スマートメーター制度検討会
　（９時30分、経済産業省）

　【海外】（現地日程）
　・９月、10月の米住宅着工
　（８時30分、米国・ワシントン・米商務省）

　情報提供：共同通信

田村真二氏（元竹中工務店副社長）ほか
　田村　真二氏（たむら・しんじ＝元竹中工務店副社
長）19日午後７時39分、肺炎のため大阪市福島区の
病院で死去、90歳。島根県出身。葬儀・告別式は近親
者で執り行った。喪主は妻叡子（えいこ）さん。

　前原　操氏（まえはら・みさお＝元日興証券〈現Ｓ
ＭＢＣ日興証券〉常務）10月31日午前２時９分、心
不全のため横浜市の病院で死去、78歳。群馬県出身。
葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男幸正（ゆ

きまさ）氏。

　楠原　浩氏（くすはら・ひろし＝元日本バイリーン
専務）21日午後８時30分、東京都内の病院で死去、
85歳。和歌山県出身。葬儀・告別式は26日午前11時
から、東京都港区高輪３の15の18、高野山東京別院
で。喪主はめい政子（まさこ）さん。

　情報提供：共同通信
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貯蓄性商品売れるスタートラインに
　第３回

　日本生命保険のインド参入は、実はこうした業界環
境への憂慮が後押ししている。　

　複合企業（コン
グロマリット）リ
ライアンス・グル
ープは2005年に
地場生保会社を
買収して業界に
参入した。10年ご
ろからの日生と
の資本提携交渉
当時のリライア
ンス・ライフ・イ
ンシュアランス

（ＲＬＩ）社長、マレー・ゴッシュ氏は、日生が抱いて
いた「加入者、保険会社、販売業者いずれもにも恩恵
を及ぼす業界に育たないのではないか」との懸念を同
じように持っていた。業界の健全な発展という問題意
識を共有できたことが資本提携につながる。リライア
ンス・ライフは販売商品見直しへと業界でもいち早く
かじを切ることになった。
　リライアンスは現在、貯蓄性が高い養老保険に代表
される伝統的商品が新規保険料収入（団体保険含まず）
の８割まで高まり、ユニットリンクの比重を２割まで

下げた。
　

経済の成熟度でニーズ変化
　
　生保市場は、経済が成長し、国民が豊かになるにつ
れて、求められる商品の種類が変わる。まず生活が豊
かになる途上の初期発展段階には貯蓄性の商品が売れ
る。その後は一家の大黒柱に不慮の事態が起きた時に
備える定期保険や終身保険へニーズが移行。経済が成
熟し、社会が高齢化を迎えるにつれて、年金や医療保
険が売れるようになる。
　「アジアはまだ第１の段階。日本より20年、30年
遅れてついてきている」（日生の熊迫勝久国際業務部担
当課長）。インドの生保自由化以後の状況は特殊な例
で、市場の黎明期に投資型とも言えるユニットリンク
が爆発的に売れて全体をけん引した。そこに規制がか
かって、ようやく貯蓄性商品が売れるスタートライン
に着いたといえる。
　

第一ライフ、規制の影響軽微
　
　ユニットリンク規制の影響を最も受けなかった一つ
は、第一生命保険が出資するスター・ユニオン・第一
ライフだろう。第一生命は合弁会社のパートナーを探
す最初の段階から、銀行に候補の的を絞っていたから
だ。
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理念から相乗効果、将来図まで共有

経営介入、最小限にとどめる

　第17回

　「チャットニー（chutney）とは何か、ご存じですか」。
インドのデジタル広告市場で５年連続シェア首位を誇るウ
ェブチャットニー・スタジオの共同創業者、スデシュ・サ
マリア氏が謎かけのように問いかけてきた。
　これはチャツネのこと。野菜や果物に香辛料を加えて煮
込んだり、漬けたりして作る。インド料理には欠かせない
薬味・調味料だ。「インドではどんなスナックを食べるのに
も必要なんだよ」。あらゆる場所に自分たちの広告がある。
そんな思いを込めて、社名に使った。
　

デジタル広告に先鞭
　
　ウェブチャットニーは、広告デザインを担うサマリア氏
（43、ナショナル・クリエーティブ・ディレクター）とコピ
ーライターのシダルタ・ラオ氏（34、最高経営責任者＝Ｃ
ＥＯ）が1999年に起業した。インターネット広告の潜在性
に着目して独立したが、当時はまだ黎明（れいめい）期。
苦しい経営が４年ほど続いた。だが先鞭（せんべん）をつ
け、孤高を持したことが今の地位につながっている。　

　2008年に少数出
資した地場ベンチ
ャーキャピタルが
数年をへて資本引
き揚げを検討して
いたころ、サマリ
ア、ラオ両氏はも
う一段、二段の成
長を望むには強力
な戦略投資家を引
き入れねばならな
いと理解していた。
国際的な広告祭で
数々の受賞歴があ
る同社を広告の世
界大手が軒並み口
説きにかかった。
電通もその１社だ
った。
　「デジタル広告
で、世界でもナン
バーワンになりた
い」。てらいもため

らいもなく語るサマリア氏は「我々は電通の大ファンだっ
た」と打ち明ける。同じ業界人として、広告の未来に対す
る野心や優れた広告技術を電通の制作から感じていたとい
う。自分たちが求める海外への橋渡しの力、クリエーティ
ブ面での技術を持つ提携相手としては申し分がなかった。
「ほんの何年か前までフェイスブックは存在していなかっ
た。デジタル広告の世界は急速に変化する。常にそれに応
じる準備が必要だった」（同氏）。
　交渉に当たっていた電通インディアのロヒット・オーリ
会長も今から２年前、電通にヘッドハンティングされた身。

半年間口説かれ、21年勤めた会社から転じた理由をこう説
明する。「広告宣伝にあらゆるメディアを組み合わせるワン
ストップショップの機能を電通は持っていた。将来の広告
会社の姿を垣間見た」。そのオーリ会長の目にウェブチャッ
トニーは「どうすれば成功するかを理解していた」と映っ
た。
　12年末から始まった両社の交渉は、わずか半年足らずで
合意発表に至る。ここでもサマリア、ラオ両創業者の実質
的な経営継続の要求を電通側は受け入れている。「理念めい
たものから相乗効果、将来の青写真までを共有できた」（サ
マリア氏）。ウェブチャットニーは今、デジタル広告で年率
40％以上の成長を目指し、特にモバイル広告に照準を定め
ている。
　電通はタプルート、ウェブチャットニーいずれとも数年
後に完全子会社化することで合意している。では経営にほ
とんど干渉しないのはなぜか。オーリ会長は「才能を発揮
してもらうには自由裁量を与えるべきだからだ」と強調す
る。
　電通側が経営権を掌握しているため、取締役会で多数を
占めるが、創業者はもともとの席にとどまっている。相互
に顧客を紹介したり、有能な人材を紹介したりと協力でき
る面は多くあるが、日々の運営は任せている。インド２社
によれば、関与と言えば財務面の規律を確認することぐら
い。同会長によると、電通は近年、海外で積極的に買収を
続けているが、世界のどこであれおおむね経営への介入を
最小限にとどめる姿勢をとっている。
　

バブル日本に衝撃、ライフワークに
　
　インド人の心のひだにどう分け入るか。「Ｍ＆Ａ（企業の
合併・買収）とは・・・」と無機質に理屈で語るだけでは、
その本質が伝わらない。
　ここである人物の日本との邂逅（かいこう）に触れたい。
　パンドランギ・シャンカル氏は1967年、南部アンドラプ
ラデシュ州生まれ。自動車最大手マルチ・スズキの選考試
験に同州から合格した３人の１人として、87年に入社し
た。日本政府の奨学金を得る機会に恵まれて23歳の時、日
本に数カ月滞在する。電話さえ村で共用する故郷と比べる
と、バブル期の日本の豊かさは衝撃だった。「こんな世界が
あるのかと思った。人の親切さ。濃密で温かい関係」。影響
は物心両面に及んだ。スズキだけのためには終われない。
天啓にうたれたかのように会社を飛び出す。
　1993年にはずっと勉強を続けてきた日本語の全国弁論
大会で優勝。英語さえあまり使われない同州ビシャカパト
ナムで日本語学校を設立し、遠くにいる人にも広めたいと
教科書、テープを自作して通信教育にも乗り出す。「日印の
架け橋がライフワークになる」。予感めいたものが頭をよぎ
っていた。そんな姿が日本側の目にとまり、駐インド大使
から感謝状を受ける。
　あれから20年余。現在、ブランドマーケティングや経営
コンサルティングを提供する日本のＣＭＯワールドワイド
（東京都渋谷区）に勤める。同社は出版大手、ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡのインド事業展開を支援した実績がある。彼の目に映
る日印連携に耳を傾けてみたい。
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海外出張時の休日労働の取り扱い
　第147回

　小林さん：みらいさん、こんにちは。実は、年明け
からシンガポール本社で６カ月間勤務することになっ
たのですが、日本支社の休日は日本のカレンダー上の
休日なのですが、日本は休日でシンガポールは休日で
はない日に出勤した場合は休日労働となるのですか。
　みらい：ご相談ありがとうございます。まず小林さ
んにご確認させていただきたいことがあります。シン
ガポールでの勤務は「海外出張」のご予定ですか。そ
れとも「海外派遣」のご予定ですか。
　小林さん：「海外出張」の予定です。「海外出張」な
のか「海外派遣」なのかで休日労働の取り扱いは変わ
るのでしょうか。
　みらい：はい。大きく取り扱いが変わってきます。
では、どのように取り扱いが変わるのか「海外出張」
の場合と「海外派遣」の場合を比較しながらご説明さ
せていただきます。
　そもそも「海外出張」というのは「日本国内の事業
場に所属し、日本国内の事業場の使用者の指揮命令に
従って勤務すること」を意味します。また「海外派遣」
というのは、「シンガポールの事業場に所属し、シンガ
ポールの事業場の使用者の指揮命令に従って勤務する
こと」を意味します。この指揮命令というのは、例え
ば具体的な指揮命令が現地の方であっても日本支社の
社員の身分であれば「海外出張」と考えられます。
　小林さん：なるほど。指揮命令系統やその社員の身
分が日本にあるか、シンガポールにあるかの違いとい
うことですね。
　みらい：その通りです。今回の小林さんのケースは
「海外出張」ということですので、仕事をする場所はシ
ンガポールであっても日本支社での指揮命令に従って
業務を遂行するのであれば、日本国内の法律の適用を
受けます。よって、日本の休日が日本支社に適用され
る就業規則において休日と規定されているのであれば、
当該休日労働に対して割増賃金の支払いを受けること
ができます。また、仮に「海外派遣」ということであ
れば、日本国内の法律の適用を受けないため、そもそ
も労働基準法の規定は適用されません。
　小林さん：なるほど。「海外出張」なのか「海外派
遣」なのかで休日労働の取り扱いが大きく変わること

はよくわかりました。ところで、シンガポールでは休
日で、日本では労働日となるような場合の取り扱いは
どうなっているんですか。
　みらい：ご相談のケースの場合は、労務の提供が無
い日とされているので、実態に合わせて日本支社指定
の休日として対応します。また、賃金についての考え
方としては、小林さんの意思に関係のない特殊な事情
での休日ですので所定時間の労働を行ったものとみな
すことが妥当です。よって、欠勤控除は行わないのが
一般的です。そのため会社側としては休日の振替（＝
あらかじめ休日を別の日にしておくこと）などで対応
することがあります。
　小林さん：そうなんですね。しかし、土日を含め、
遠く離れたシンガポールで休日労働をしたかどうかな
どの判断を日本支社ができるか心配です。
　みらい：そうですよね。特に海外出張時には、実際
に休日労働をしたかどうかの判断、または管理を日本
支社ですることは非常に難しいとされています。その
ため、あらかじめ出張命令書や指示書などにおいて、
休日労働をさせないような形にすることがあります。
しかし、どうしても休日に労働させることが必要な場
合のために、あらかじめ休日労働が発生してしまう可
能性を想定し、その分の割増賃金を出張手当として支
給しているケースもあります。
　小林さん：参考になりました。ありがとうございま
す。
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海外主要市場の商品市況

Bloombergより作成

取引所・時間 銘柄 直近値 前日比 取引所・時間 銘柄 単位 直近値 前日比
銅先物 7084.75 -10.25 WTI原油先物 バレル 93.44 -1.40 
銅現物 7098.00 74.00 ＮＹＭＥＸ 天然ガス先物 MMBTU 3.82 0.06
アルミニウム先物 1780.50 -1.50 (25日5時40分) ガソリン先物 ガロン 268.34 -4.27 
アルミニウム現物 1737.75 -1.00 灯油先物 ガロン 299.36 -4.77 
すず先物 22850.00 0.00 ＣＯＭＥＸ 金先物 オンス 1231.00 -13.60 

ＬＭＥ すず現物 22849.00 -102.00 (25日5時40分) 銀先物 オンス 19.77 -0.13 
(25日10時40分) 鉛先物 2097.50 -9.50 SICOM(25日18時40分) ゴムRSS３先物 キログラム 247.30 -1.20 

鉛現物 2086.50 18.25 シカゴ 小麦先物 ブッシェル 660.50 3.50
ニッケル先物 13525.00 -35.00 (25日4時40分) 大豆先物 ブッシェル 1314.00 -5.50 
ニッケル現物 13440.00 15.00 トウモロコシ先物 ブッシェル 429.75 0.50
亜鉛先物 1902.75 -6.25 ICE(25日5時40分) 砂糖先物 ポンド 17.41 0.01
亜鉛現物 1882.00 20.50 日本(25日19時40分) ナフサ先物 トン 958.63 -7.50 
亜鉛先物 14870.00 45.00 ﾄﾞﾊﾞｲ(25日14時40分) ドバイ原油 バレル 107.29 -0.43 
金先物 247.95 -0.30 ﾛﾝﾄﾞﾝ(25日10時40分) 北海ブレント バレル 109.80 -1.67 

上海 鉛先物 13880.00 15.00 　ＮＹＭＥＸ＝ニューヨーク・マーカンタイル取引所　　　　
(25日18時40分) 銅先物 50700.00 170.00 　ＳＩＣＯＭ＝シンガポール商品取引所

鋼線先物 3610.00 0.00 　ＩＣＥ＝インターコンチネンタル取引所
アルミニウム先物 14110.00 -30.00 　※括弧内のデータ取得時間はいずれも現地時間

　ＬＭＥ＝ロンドン金属取引所 　※限月はＬＭＥ先物が３カ月、そのほかは中心限月
　※ＬＭＥ、上海の単位は上海・金を除き全てトン 　※ゴムＲＳＳ先物は米セント
　※上海・金はグラム 　※上記以外はすべて米ドル

■為替クロスレート

通貨＼ｺｰﾄﾞ JPY USD EUR GBP CNY HKD TWD KRW THB VND MMK MYR SGD IDR PHP INR AUD NZD

日本円 0.0098 0.0073 0.0061 0.0599 0.0762 0.2910 10.4299 0.3144 207.557 9.64525 0.0316 0.0123 114.965 0.4309 0.6144 0.0107 0.0120

米ﾄﾞﾙ 101.6920 0.7377 0.6163 6.0935 7.7527 29.5940 1060.76 31.9800 21110.0 977.792 3.2175 1.2519 11692.5 43.8250 62.5100 1.0926 1.2190

ﾕｰﾛ 137.271 1.3556 0.8355 8.2606 10.5098 40.1188 1438.01 43.3534 28617.6 1325.53 4.3618 1.6971 15850.8 59.4109 84.7411 1.4811 1.6526

英国ﾎﾟﾝﾄﾞ 164.307 1.6226 1.1969 9.8873 12.5794 48.0191 1721.18 51.8906 34253.0 1586.56 5.2207 2.0313 18972.2 71.1102 101.4284 1.7728 1.9780

中国人民元 16.6906 0.1641 0.1211 0.1011 1.2723 4.8567 174.081 5.2482 3464.35 160.465 0.5280 0.2054 1918.85 7.1921 10.2585 0.1793 0.2001

香港ﾄﾞﾙ 13.1189 0.1290 0.0951 0.0795 0.7860 3.8173 136.825 4.1250 2722.94 126.123 0.4150 0.1615 1508.19 5.6529 8.0630 0.1409 0.1572

台湾ﾄﾞﾙ 3.4368 0.0338 0.0249 0.0208 0.2059 0.2620 35.8438 1.0806 713.320 33.0402 0.1087 0.0423 395.097 1.4809 2.1123 0.0369 0.0412

韓国ｳｫﾝ 0.0959 0.0009 0.0007 0.0006 0.0057 0.0073 0.0279 0.0301 19.9008 0.92178 0.0030 0.0012 11.0228 0.0413 0.0589 0.0010 0.0011

ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.1803 0.0313 0.0231 0.0193 0.1905 0.2424 0.9254 33.1695 660.100 30.5751 0.1006 0.0391 365.619 1.3704 1.9547 0.0342 0.0381

ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ 0.0048 0.00005 0.00003 0.00003 0.00029 0.00037 0.0014 0.050 0.0015 0.04632 0.0002 0.0001 0.5539 0.0021 0.0030 0.00005 0.0001

ﾐｬﾝﾏｰﾁｬｯﾄ 0.1037 0.00102 0.00075 0.00063 0.00623 0.00793 0.03027 1.08485 0.03271 21.5895 0.0033 0.0013 11.9581 0.04482 0.06393 0.00112 0.00125

ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 31.6067 0.3108 0.2293 0.1915 1.8939 2.4095 9.1978 329.685 9.9394 6560.99 303.898 0.3891 3634.03 13.6208 19.4281 0.3396 0.3789

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 81.2424 0.7988 0.5892 0.4923 4.8674 6.1928 23.6395 847.327 25.5454 16862.5 781.05 2.5701 9339.88 35.0071 49.9325 0.8727 0.9738

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.0087 0.00009 0.00006 0.00005 0.00052 0.00066 0.0025 0.0907 0.0027 1.8054 0.08363 0.0003 0.0001 0.0037 0.0053 0.0001 0.0001

ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾍﾟｿ 2.3208 0.0228 0.0168 0.0141 0.1390 0.1769 0.6753 24.2044 0.7297 481.689 22.3113 0.0734 0.0286 266.800 1.4264 0.0249 0.0278

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.6277 0.0160 0.0118 0.0099 0.0975 0.1240 0.4734 16.969 0.5116 337.706 15.6422 0.0515 0.0200 187.05 0.7011 0.0175 0.0195

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 93.0833 0.9153 0.6752 0.5641 5.5772 7.0958 27.0866 970.89 29.2704 19321.4 894.947 2.9449 1.1458 10701.83 40.1118 57.2137 1.1158

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ 83.4298 0.8203 0.6051 0.5056 4.9986 6.3596 24.2765 870.160 26.2338 17316.9 802.100 2.6394 1.0269 9591.56 35.9504 51.2781 0.8963

2013/11/25 19:30 JST
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Bloombergより作成

    為替       

地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR 地域 更新 JPY/現地 現地/USD 現地/EUR

オセアニア 25日 83.4298 1.2190 1.6469 アジア 25日 0.004818 21,110.00 28,517.49
25日 93.0833 1.0926 1.4760 欧州 22日 137.2710 0.7377 1.0000

アジア 25日 1.0000 101.692 137.388 22日 164.3070 0.6163 0.8355
25日 0.09588 1,060.760 1,432.980 22日 111.6710 0.9079 1.2293
25日 16.6906 6.0935 8.2317 22日 18.3993 5.5091 7.45800
25日 13.1189 7.7527 10.4730 22日 3.0861 32.7673 44.4819
25日 3.4368 29.5940 39.9785 22日 0.4597 220.4950 298.6620
25日 2.3208 43.8250 59.2032 22日 32.7225 3.1005 4.1948
25日 81.2424 1.2519 1.6912 22日 5.0320 20.1635 27.2791
25日 31.6067 3.2175 4.3479 22日 15.3879 6.5851 8.9204
25日 3.1803 31.9800 43.202 北米 22日 101.2980 1.0000 1.3539
25日 0.008698 11,692.50 15,795.39 22日 96.2999 1.0540 1.4288
25日 1.6277 62.5100 84.4119 中南米 22日 7.8087 12.9906 17.5776

オセアニア・アジア：19:30 JST、 欧州・北米・中南米：06:00 JST 時点

    株式       

地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比 地域 マーケット 指数 更新 終値 前営業日比 年初比

オセアニア ウェリントン NZSX50 25日 4,813.88 -4.12 731.51 アジア ジャカルタ JSX 25日 4,334.80 16.84 -11.67 
シドニー ASX 25日 5,346.10 15.80 623.20 マニラ Composite PSE 25日 6,004.26 -80.58 143.27

アジア 東京 日経平均 25日 15,619.13 237.41 4,931.02 ホーチミン ベトナム株価指数 25日 506.46 0.82 88.11
TOPIX 25日 1,259.61 11.04 371.10 ムンバイ SENSEX30 25日 20,605.08 387.69 1,024.27
JASDAQ 25日 95.90 -0.45 40.41 欧州 ロンドン FTSE 100 22日 6,674.30 -7.03 646.93

ソウル 総合 25日 2,015.98 9.75 -15.12 フランクフルト DAX 22日 9,219.04 22.96 1,440.26
KOSDAQ 25日 507.76 3.70 6.15 パリ CAC40 22日 4,278.53 24.63 544.60

上海 B株 25日 249.23 -0.47 1.74 アムステルダム AEX 22日 395.80 0.47 45.59
深セン B株 25日 866.12 3.88 128.61 ミラノ FTSEMIB 22日 18,822.31 -19.54 1,928.92
香港 ハンセン 25日 23,684.45 -11.83 372.47 マドリード IBEX35 22日 9,677.40 78.10 1,229.80

ハンセンH 25日 11,387.21 -61.53 -510.45 ブリュッセル BEL20 22日 2,840.66 -6.02 325.39
台北 加権 25日 8,187.51 70.73 408.29 チューリヒ SMI 22日 8,250.43 -18.26 1,229.97
シンガポール ST指数 25日 3,180.65 7.80 -21.09 北米 ニューヨーク ダウ 22日 16,064.77 54.78 2,652.22
クアラルンプール KLSE総合 25日 1,797.97 3.45 123.25 NASDAQ 22日 3,991.65 22.50 879.39
バンコク SET 25日 1,352.86 -6.21 -54.59 トロント トロント300 22日 13,478.34 3.01 937.57

香港ドル ロシアルーブル

オーストラリアドル

デンマーククローネ

日本円
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セミナー・懇親会 ※下記にご記入のうえ、上記の FAX あるいは E-MAIL にてご返送ください

※ご記入いただいた個人情報は、発送・請求・資料送付業務以外の目的には使用いたしません。ご本人から承諾を得たとき、法令に基づくとき、正当な理由のあるときを除き、個人情報を講師及び主催者以外に提供いたしません。

会社名

ーナミセ念記設開）ECIFFO NOSAIL AIDNI（ DTL ETP EROPAGNIS ANN

氏　名

住　所

電　話

部署名

役職名

E-MAIL

◉参加費
　無料
◉定員
　140名
◉主催
　NNA SINGAPORE PTE. LTD. （INDIA LIASON OFFICE ）
◉締め切り
　2013年11月29日（金）
　＊定員になり次第終了致します

※ 1社 1名。ただしインド国内でThe Daily NNAインド版などの
有料サービスを ご契約の場合、1社 3名まで。

◉お申込み・お問い合わせ
　NNA SINGAPORE PTE. LTD. （INDIA LIASON OFFICE ）
　 201, JMD Regent Square, MG Road, Gurgaon, Haryana 122002 India
　［Tel］91-124-430-8322
　［Fax］91-124-430-8323
　NNA SINGAPORE PTE. LTD.
　10 Anson Road #14-08 International Plaza, Singapore 079903
　［Tel］65-6738-3333
　［Fax］65-6227-2995
　［E-mail］sales@nna.com.sg

［Web申し込み］
http://news.nna.jp/free/seminar/2013/131206_ inr/

中島啓二 氏
Nakajima Consultancy Services LLP    Chairman
1968 年住友商事（株）入社、インド住友商事自動車部長、
インド住友商事社長などを歴任し、2010 年より現職。日
本企業約 20 社とインド企業約 10 社の顧問を務めるほか、
Misaki Plastic Technologies Pvt. Ltd.（プラスチック用精密
金型製造会社）、Manami Enterprises Pvt. Ltd.（日本食レス
トラン）、Nakajima Corporation Pvt. Ltd.（貿易商社）を経営。

◉講師

◉日時
　2013年12月6日（金）…受付10：30～
　11：00～15：00
◉場所
　The Leela Kempinski Gurgaon Royal Room
　Ambience Island, National Highway-8, Gurgaon 122002, 
　Delhi N.C.R. India

　    NNAインド駐在員事務所

開設記念セミナー＆懇親会
株式会社エヌ･ エヌ･ エー（NNA）は今年、インド･ハリヤナ州グルガオンにシンガポール法人（NNA SINGAPORE PTE. 
LTD.）の駐在員事務所を開設いたしました。これもひとえにNNAのインド情報をご利用いただいております皆様がたの一方なら

つきましては、下記により新事務所の開設を記念してセミナーと懇親会を開催致したく存じます。ご多用中のところまことに恐縮
でございますが、何卒ご臨席の栄を賜りますようご案内申し上げます。

◉内容
 
■ NNA SINGAPORE PTE. LTD. 
　（INDIA LIASON OFFICE ）
　開設記念セミナー
11:00　主催（NNA）挨拶
11:05 ～ 11:45　講演①
 「2014年インド総選挙」
11:45 ～ 12:30　講演②
 「インド人の特性とインド人との付き合い方・ 
   活用の仕方」
12:30 ～ 12:50　質疑応答

 
■懇親会
13:00 ～ 15:00　
（立食形式。食事とお飲み物をご用意しております）
 

NNA SINGAPORE PTE. LTD.

Managing Director 松田大至
Sales Dept（India Div） 周雪

NNA SINGAPORE PTE. LTD.
INDIA LIASON OFFICE

所長　　古川健士
所長代理　　小堀栄之
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