
日本・インド環境ウィーク

現地出展
The Imperial New Delhi、

インド・デリー

日本・タイ環境ウィーク開催時の様子

オンライン出展

インド国中央省庁・地方自治体、現地企業、現地進出本邦企業などが一堂に会し、
インドにおける環境課題・政策潮流・開発ニーズ・市場動向等、環境ビジネスに

有益な情報がつかめる、現地会場及びオンラインのハイブリットイベント！

2023年1月12日(木) , 13日(金)

【共催（予定）】
日本国環境省（MOEJ）、インド国環境・森林・気候変動省（MOEFCC）、 環境インフラ海外展開
プラットフォーム（JPRSI）、地球環境戦略研究機関（IGES）、エネルギー・資源研究所
（TERI）、インド日本商工会議所（JCCII）、インド商工会議所連合会 （FICCI）、Invest India

【後援（予定）】
在インド日本国大使館、在日インド大使館、国際協力機構（JICA）インド事務所、日本貿易振興
機構（JETRO）ニューデリー

【協力（予定）】
ASEAN・東アジア経済研究センター （ERIA）、アジア開発銀行 （ADB）

【事務局】（一社）海外環境協力センター（OECC）
【参加者】インド中央省庁・地方自治体、現地企業、現地進出本邦企業など

出展形式・出展申込受付期間

出展募集要項

2022年12月1日(木) ～

12月14日(水)

インド時間12:30まで
日本時間16:00まで

出展料
無料

2022年12月1日(木) ～

12月16日(金)

インド時間12:30まで
日本時間16:00まで



⚫ 気候変動緩和・適応、廃棄物管理・リサイクル、大気汚染、水環境保全、
排水処理、浄化槽、クリーンエネルギー、スマートシティ、水銀処理・管
理、海洋プラスチック、水素関連、ESG投資・金融・保険・環境ファイナ
ンス等に関わるサービスの提供及びこれらのサービス提供に必要な施設建
設、機器（システムを含む）の製造・販売

⚫ 上記分野に関する調査・コンサルティング等の事業及びこれらに関する技
術・ノウハウの提供

出展資格 ※以下３点を全て満たす事業者・団体

◆展示ブース（現地及びオンライン）への来場者（インドからの参加者が多数と想定）の対
応が可能な日本企業、日本企業の代理店、日本の地方自治体や業界団体等（日本企業を親
会社に持つ現地企業等も含む）。なお、オンラインでの対応としてはチャットメッセー
ジ・メール・オンライン面談機能を通じた商談・相談依頼等がございます。

◆環境ビジネスの分野において、既にインドでの実績があるまたは今後インド市場への進出
を検討している日本企業等。なお、展示内容は、インドにおける環境ソリューションの普
及・ 振興に資するものとします。

◆環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の会員。
未会員の出展については、会員登録をいただく必要があります。
ご希望の方は以下URLよりご入会ください。https://www.oecc.or.jp/jprsi/registration/

入会は無料です。入会の方法については、３ページをご確認ください。
※ JPRSIは2020年に環境省が設置した官民連携プラットフォームです。

出展
分野

出展募集要項

本イベントでは、両国の民間企業や行政官等を対象に、最新の環境政策・市場動向と
環境ソリューション（環境技術等）巡るニーズ・シーズを議論する「環境インフラ技
術セミナー」と、環境ソリューションに関心を持つ両国関係者をつなぎ、商談・相談
の機会を創出する、展示会・ビジネスマッチングを開催。民間企業等による環境ビジ
ネス促進を通じて、インドの環境保全の取組へ貢献します。

お申込内容が本イベントの主旨に反すると判断される場合など、出展をお断りする
場合があります。あらかじめご了承ください。

出展料

※ 現地ブース及びオンライン展示ブースの利用については無料です。
ただし、ブース内に掲載するコンテンツにかかる 経費（例：動画・カタログ作成等）、
出展者が独自に手配する説明員、相談・通訳等人件費等は出展者のご負担となります。

※ 展示ブース内での販売行為は認められておりません。

出展形式

◆現地出展及びオンライン出展の2形態がございます。

◆現地出展も、オンライン展示ブースの作成をお願いしております（必須）。

◆なお、現地出展は会場スペースの都合上、全ての皆さまのご希望に沿えない可能性がござ
います。

無料
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https://www.oecc.or.jp/jprsi/registration/


出展申込はJPRSI会員のみ可能です。

JPRSI会員に未登録の方はJPRSI会員登録をお済ませの上、
企業としての出展申込（4～5ページ参照）

及び
個人としての参加登録（6ページ参照）

を行ってください。

※JPRSI会員の方は、次ページへお進みください。

https://jprsi.go.jpにアクセス

右下の「入会申込」をクリック。

メールアドレスをご入力いただき「送信」を押すと、
メールで申込ページのURLが届きます。ご確認の上ご登
録を進めてください。

JPRSI会員申込方法

■JPRSI会員登録をお済ませでない方は、下記の手順に
沿ってJPRSI会員申込みのお手続きをお願いいたします。
（入会無料）

出展申込については４～５ページを参照ください。
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https://jprsi.go.jp/


JPRSIウェブサイト（https://jprsi.go.jp）にて
下記の手順で出展申込を行ってください。

https://jprsi.go.jpにアクセス

オンラインパビリオン編集ページにて
各企業・団体さまの
編集用ID/パスワードをご入力してログイン

注意事項をご確認の上、
【環境ウィークへ出展】をクリック。

⇒ JPRSIオンラインパビリオンに登録されているメール
アドレス宛にご出展受付完了メールが届きます。

①ご出展受付完了メールをご確認ください。

※この時点ではオンライン出展のお申込みのみが完了しておりま

す。

現地出展申込は次の②、③まで必ずお手続をお願いします。

②メールに記載のリンク先フォームより現地出展申込をお申込く

ださい。

③現地出展受付完了メールをご確認ください。

India-Japan Environmental Week Websiteにて参加者登録へお進みください。
（６ページ参照）

12月16日(金) インド時間12:30 日本時間16:00まで
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出展申込方法
（現地出展をご希望の方向け）

下記要領で企業としての出展申込を行った後、個人として
の参加登録（6ページ参照）を必ず行ってください。

https://jprsi.go.jp/
https://jprsi.go.jp/


JPRSIウェブサイト（https://jprsi.go.jp）にて
下記の手順で出展申込を行ってください。

https://jprsi.go.jpにアクセス

オンラインパビリオン編集ページにて
各企業・団体さまの
編集用ID/パスワードをご入力

ご出展受付完了メールをご確認ください。

India-Japan Environmental Week Websiteにて参加者登録へお進みください。
（６ページ参照）

12月14日(水) インド時間12:30 日本時間16:00まで
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出展申込方法
（オンライン出展のみをご希望の方向け）

下記要領で企業としての出展申込を行った後、個人として
の参加登録（6ページ参照）を必ず行ってください。

注意事項をご確認の上、
【環境ウィークへ出展】をクリック。

⇒ JPRSIオンラインパビリオンに登録されているメール
アドレス宛にご出展受付完了メールが届きます。

https://jprsi.go.jp/
https://jprsi.go.jp/


India-Japan Environmental Week Websiteでは、イベントのタイムテーブル、出展
企業一覧を閲覧することができます。

⚫ QRコードを用いた入場受付を行うため、必ずQRコード表示可能なデバイスをご持参の上ご来
場ください。

⚫ また、来場前にデバイスからログインを行い、QRコードの表示がされることを必ずご確認く
ださい。

⚫ 当日QRコードを表示できるデバイスをお持ちでない方は、PCからログインしQRコードを印
刷の上お持ちください。

⚫ 会場では来場者確認として、名刺ケースをお渡しいたします。名刺をお忘れなくお持ちくだ
さい。

＜環境ウィーク現地会場にご来場の皆様へ＞
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参加登録方法

イベント参加のためには個人としての参加登録が必須となります。
出展申込の後、参加登録を必ず行ってください。

Pass code Pass code
000000

以下URLまたはQRコードより
「日本・インド環境ウィーク」のエントラ
ンスページにアクセスしてください。
https://jprsi.go.jp/ew2023in/

メールアドレス、
パスワードを設定
※半角英数8文字以上32文字以内で作成
⇒「プライバシーポリシーに同意」して登録

メールアドレス※必須

パスワード※必須

入力いただいたメールアドレス宛に、”no-
reply@eventos.tokyo”より「本人確認メール」が送
付されます。
（※迷惑メール振分を防止ください。）
30分以上メールが届かない場合、迷惑メール振分や、
受信拒否設定をご確認の上、再度ご登録ください。
⇒メール記載の認証コードを入力

情報入力：以下の必須10項目は必ず入力してください。
①カテゴリー、②氏名、③所属先・会社名、④部署（該当がな
い場合「なし」と入力ください。）、⑤役職（該当がない場合
「なし」と入力ください。）、⑥電話番号、⑦業種、⑧興味の
あるセミナー・セッション、⑨関心のある環境課題、⑩イベン
トを何で知りましたか？

https://www.jprsi.go.jp/ew2021vnhttps:/jprsi.go.jp/ew2023in/
mailto:no-reply@eventos.tokyo


2022年12月1日（木） 出展申込開始

2022年12月14日（水）
インド時間12:30まで
日本時間16:00まで

現地出展申込締切

2022年12月16日（金）
インド時間12:30まで
日本時間16:00まで

オンライン出展申込締切

2022年12月16日（金）
インド時間10:30～
日本時間14:00～

現地出展者・ビジネスピッチ参加説明会

※オンライン出展のみ皆様はご参加不要です。オンライン展示に
関しては別途メールにて詳細のご案内をいたします。

2022年12月26日（月） 環境ウィークウェブサイト用 企業アカウント送付

2023年1月6日（金） オンラインパビリオン 展示情報ご入力期限

2022年12月27日（火）
～2023年1月11日（水）

出展者さまのオンラインパビリオン出展内容準備状況確認（事務
局）
※情報の過不足等、事務局より連絡する場合がございます。
※この期間中、情報の追加は随時可能ですが、6日の情報入力期
限経過後は事務局からの許可に基づいてのみ編集が可能となりま
す。

2023年1月
12日（木）、13日（金）

セミナー・ビジネスマッチング開催
※オンライン出展者さまは、ビジネスマッチング開催期間中はオ
ンラインでのチャットや面談予約などを適宜ご確認の上、ご対応
ください。（常時張り付きの必要はございません。）

会期までのスケジュール（予定）

現地出展者・ビジネスピッチ説明会実施
現地にてご出展の企業さま及びビジネスピッチ参加企業さまに向けた説
明会を開催します。（現地出展ブース規格等を説明予定）

日時：12月16日（金）インド時間10:30～ 日本時間14:00～
Zoom link：http://bit.ly/3Ojg65F
※Zoomにて開催します。
※説明会後、収録映像を共有予定です。ご参加いただけない場合は、

展示内容作成の前に必ず説明会動画を参照ください。

【出展に関するお問合せ先】
ビジネスマッチング／展示担当：マラビーニ、森下
メールアドレス： india-ew-sec@oecc.or.jp 
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現地出展イメージ

Company name plate

企業イメージ／
技術紹介ポスター

＜出展ブース（予定）＞

※以下の設備は事務局にて手配予定です。

• 自立式パネル

＜自社手配＞

展示物（実際の技術機材やイメージポスター掲出、配布チラシなど）

• 社名版（英語）

• 展示用机
またはカウンター

＜会場＞

The Imperial New Delhi 
住所：Janpath Ln, Janpath, Connaught Place, 
New Delhi, Delhi 110001
セミナー会場：Royal Ballroom（左写真）
展示使用会場：Royal Ballroom balcony

（左写真奥：TBC)

＜会場レイアウト（予定）＞

「セミナー会場（左図青）」 に「展示
スペース（左図黄）」を隣接します。

同じ会場内にセミナースペースを併設す
ることにより、より多くの参加者に貴社
の事業内容や提供技術を周知します。

また、別途商談スペースも準備しますの
で、貴社情報に興味を持った来場者とそ
の場で即時商談可能です。

技術機材
展示

ブースの各種寸法は、現地出展者説明会

（12/16開催）にてお知らせします。

インドにおける事業拡大・新規顧客獲得の絶好の機会です。

是非ご出展ください！（※出展料無料） 8
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• 追加照明（適宜）



オンライン出展イメージ

日本・インド環境ウィークウェブサイトコンテンツの紹介イメージ

India-Japan
Environmental Week Website 企業一覧

各企業ブース商談予約ページ
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商談
予約

国際機構
アセアンセンター

商談
予約

株式会社
〇〇〇

商談
予約

株式会社
〇〇〇

□climate change □Slid Waste ☑Air Pollution □Recycle □Clean Energy

Sector▼

Industry▼

search：

□climate change □Slid Waste □Air Pollution □Recycle ☑Clean Energy

□Manufacturing □Construction □Education □Mining Quarrying ☑Clean Energy

OECC

OECC

…

…



ビジネスピッチ
参加募集

（出展者による事業・

技術紹介プレゼン）

イベント日程 1月12日(木)・13日(金)
※両日開催予定

対象 ⚫ インド中央政府関係者
⚫ インド地方自治体関係者
⚫ 日本・インド民間企業

応募条件 環境ウィーク出展（現地／オンライン）参加企業限定

参加
無料

内容

日本国環境省（MOEJ）、インド国環境・

森林・気候変動省(MOEFCC)が共同主催

するイベント「日本・インド環境ウィーク」

で、環境保全とその技術に関心を持つ民間企業

や行政官等を対象に、自社の保有する環境技術／

サービス（コンサルテーションなどを含む）につい

て現地でPRしていただきます。

※日本語での発表が必須の場合には事務局へご相談ください。

内容 ：技術・ノウハウ紹介、環境ソリューション解説、政府関係者・ 民間
企業へのPR など

各社 3分程度 ※参加企業決定後にご案内いたします

発表言語：英語

申込方法
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発表形式 プレゼン形式（※発表資料は事務局へ事前提出）
資料規格など詳細は説明会（12/16開催）にてご連絡します。

お申込は、JPRSIウェブサイト(https://jprsi.go.jp)のオンラインパビリオ
ン編集ページから【環境ウィークへ出展】をクリックしてください。
環境ウィーク出展申込をしていただくと申込受付メールが届きますので、
メール内に記載のURLより申込フォームにアクセスしお申込ください。


