よくある質問
IHGF デリー・フェア・2014 年秋
質問 1. IHGF の正式名称は何ですか？
回答
IHGF デリーフェアです。
以前は、年に 2 回のインド手工芸品とギフトフェア（IHGF）（春と秋）として知られてい
ました。
IHGF の 37 のショーが EPCH により既に主催されています。
質問 2. IHGF とはどのようなフェアなのですか？
回答
ビジネス関係者のみに向けられた純粋にビジネスを対象としたフェアです。
小売りや地元の発注などは対象としていません。
概して、海外のバイヤーが仕入れのためにこのフェアを訪れます。
しかし、国内の小売チェーンを代表とする大量販売の小売業者もまたこのフェアに来てい
ただきたい対象者です。
質問 3. このフェアの主催者は誰ですか？そして詳細の住所を教えてください。
回答
手工芸品の輸出促進カウンシルはこのフェアの主催者です。
住所の詳細は、以下の通りです。
Export Promotion Council for Handicrafts
"EPCH House", Pocket 6&7, Sector 'C', LSC, Vasant Kunj,
New Delhi (India).
電話番号 : +91-11-26135256/57/58
ファックス: +91-11-26135518/19
電子メール : mails@epch.com
ウェブサイト: www.epch.in
Q 4.
回答

IHGF-2014 年秋の日付はいつですか？
インド手工業品＆ギフトフェア秋の日付は、2014 年 10 月 14 日から 18 日です。

Q 5.
回答

開催時間を教えてください。
9.00 a.m. to 6.00 p.m. - (2014 年 10 月 14 日から 17 日)
9.00 a.m. to 5.00 p.m. - (2014 年 10 月 18 日)

Q 6.
回答

ヘルプラインの番号は何ですか？
以下がヘルプラインの番号と電子メールです。
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フリーダイヤル (米国 と カナダのみ): 1-888-664-8664
電子メール: visitors@epch.com
バイヤーの問い合わせ／情報: 00919818725553 (visitors@epch.com)
ホテル予約: 00919871121212 (hotels@epch.com)
無料シャトル・サービス: 00919818725533 (projects@epch.com)
電子メール: visitors@epch.com

質問 7. フェアの場所は何処ですか？
回答
India Expo Centre & Mart, Greater Noida Expressway, Greater Noida, Delhi
(NCR)です。
質問 8. フェアの場所の詳細の住所を教えてください。デリですか？ノイダですか？
回答
会場は、デリの首都圏にあります。
デリの首都圏(National Capital Region of Delhi (NCR))のグレイター・ノイダの、グレ
イターノイダエクスプレスウェイに位置しています。
詳細は以下の通りです。
Indian Expo Centre & Mart
Knowledge Park II
Greater Noida Expressway
Greater Noida 201308 (NCR)
質問 9. 展示してある商品カテゴリーは何ですか？
回答
展示の商品カテゴリーは以下を含みます。
1. 家庭用品、食卓用食器類、台所用品、EPNS 等のホテル用品
2. バスルームアクセサリー
3. 芝生、庭の装飾品、アクセサリー
4. 照明器具、アクセサリー
5. 家具、建具金物、アクセサリー
6. 家財道具＆完成品
7. カーペット、ラグマット、戸張り
8. ファッションジュエリー、バッグ、スカーフ、ネクタイ、アクセサリー
9. CHIKANKARI & ZARDOZI 等の衣類
10. クリスマスとお祝いの飾り
11. ロウソク、線香、ポプリ、アロマ
12. 装飾、ギフト（企業ギフトを含む）
13. 玩具、スポーツ用品、トロフィー、趣味、教育ゲーム、日曜大工
14. ステッキ、竹、自然繊維、環境に優しい製品
15. 手作り紙製品、ギフトラップ、リボン等の文具と紙
16. 鞄、手荷物、革製品

質問

2014 年 IHGF 秋には何件の展示が予想されますか？
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10.
回答

質問
11.
回答

質問
12.
回答

質問
13.
回答
質問
14.
回答

質問
15.
回答

手工芸品とギフト品目の 900 件の通常市場を含む、手工芸品、ギフト製品の 2750 件以上
の展示会。
展示中の天気の状態はどうでしょうか？
秋のフェア期間中は、天候は通常です。（暑くも寒くもありません）気持ちの良い、30 度
から 34 度位の温度です。

フェアの展示者はどのような人達ですか？
インド各地から集まる手工芸品のインドの製造業者と輸出業者が、このショーで商品を展
示します。訪問者は海外のバイヤーです。
フェアに参加するのにお金はかかりますか？
入場は全ての貿易関係の訪問者に対して無料です。
入場の手順は？
入場は、純粋にビジネスの訪問者の登録を元にしています。
登録は、このサイトで、オンラインで行っています。
訪問者のオンライン登録は、以下でできます。
www.ihgfdelhifair.epch.in
または、
http://www.epch.in/ihgf/visitors.htm
しかし、エントリーはビジネスの訪問者に限ります。
事前に登録されたバイヤーは、事前にエントリーバッジを提供されます。
訪問者は、展示ホールに進む前に、登録デスクへ行き、名刺を渡し、バッジを見せると、
ウェルカムセットをもらいます。
登録オンラインをしていないビジネス訪問者は、フェアの会場にきたら、登録デスクへ行
き、登録用紙に記入をし、名刺を渡し、登録バッジを受け、パンフレット等を受け取りま
す。
インドのビジネス訪問者は、主催者が、その訪問者の有する資格に満足した場合、主催者
からの招待を受けることができます。
このフェアに参加するのに、事前登録が必要ですか？
事前登録をお勧めします。しかし、海外のバイヤーは、フェア会場に到着の際に登録する
こともできます。オンライン登録には以下のウェブサイトをご覧ください。
www.ihgfdelhifair.epch.in
または、
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http://www.epch.in/ihgf/visitors.htm
質問
16.
回答

質問
17.
回答

質問
18.
回答

海外のビジネスパーソンがこのフェアに参加する場合、どのような文書が必要ですか？
インドへ入国する正式なビザを有する海外のビジネスパーソンは、インド手工芸品＆ギフ
トフェアに参加することができます。ビジネスの詳細をフェアへ登録した後、エントリー
バッジを受けます。登録はウェブサイトで可能です。
http://www.epch.in/ihgf/visitors.htm
展示者の一覧は、登録前にどこで得ることができますか？
展示者の一覧は、事前登録訪問者に提供されます。しかし、フェアの何日間か前に、EPCH
ウェブサイト www.epch.にアップロードされます。2014 年 2 月 17 日から 20 日まで開催さ
れた春の前回のフェアのダイレクトリーが以下で閲覧できます。
http://www.epch.in/ihgf/fairdirectoryspring2014.pdf 展示者、商品を参照することが
できます。

バイヤーに対し何か設備を提供しますか？
バイヤーは、無料登録、会場からホテル間の無料シャトルバス、無料ランチを提供されま
す。

質問
19.
回答

会場にレストランはありますか？

質問
20.
回答

無料で航空券、ホテル施設を提供しますか？

質問
21.
回答

はい。有料のレストラン、フードコートが、1 階、2 階にあります。インド、コンチネンタ
ル、イタリアンが用意されています。

現在のところ、秋のフェアでは、無料の航空券、ホテル施設を提供する計画はありませ
ん。
IHGF へ訪問する海外の、特に新バイヤーやジャーナリストに金銭的な補助はあります
か？
旅費、または地元の宿泊施設の費用が返金されるスキームがあります。
現在、以下の地域のバイヤーやジャーナリストが、補助を受けています。
（LAC, 独立国家共同体、アフリカ、アセアン東南アジア諸国連合）
以上の補助を受けるには、インド大使館を通して、手工芸品輸出促進カウンシルにリクエ
ストをする必要があります。
バイヤーに対する施設は、ジャーナリストに対する施設とは異なります。
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質問
22.
回答

最も近くの空港はどこですか？

Q 23.
回答

空港からショーの会場まではどのくらいの距離ですか？
ショーの会場は、空港から通常、約 70 分の運転距離です。

Q 24.
回答

到着によりビザが入手可能ですか？
何ヶ国かだけが到着によりビザが入手可能です。以下の通りです。
- フィンランド
- ルクセンブルク
- 日本
- インドネシア
- フィリピン
- カンボジア
- ラオス
- ベトナム
- シンガポール
- 韓国
- ビルマ
- ニュージーランド
他の国からの訪問者は、インドへの出発の前に、インドの大使館から事前にビザを取得し
ます。
* (更なる詳細には以下をご覧ください。)http://mha1.nic.in/foreigDiv/TourVisa.html

質問
25.
回答

ニューデリーの、インディラガンディー国際空港が最も近くの空港です。

ビザの案内を受けられますか？
以下のウェブサイトで、記載された形式で、情報を受取る際に、ビザの案内を受けます。
http://www.epch.in/ihgf/visitors.htm しかし、パスポートの以下の詳細が、ビザの案
内の際には必要です。
パスポート番号
パスポートに記載の名前
パスポートに記載の住所
生年月日
パスポート発行地、パスポート有効期限
パスポート発行地
有効性
このメール visitors@epch.com に問い合わせ、ビザの推奨レターを得てください。

質問
26.
回答

訪問者は、ホテルの予約はどのようにできますか？
訪問者は、割引を提供する主催者の EPCH のホテルにアプローチをできます。割引を提供す
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るホテルの一覧が、http://www.epch.in/ihgf/hotels.htm で入手可能です。 関係するホテ
ルの承認主催者に連絡をすることにより予約が可能です。ホテルの予約は、
hotels@epch.com でできます。または、Mr. KushalTalwar (00919871121212)
に電話をかけてください。

質問
27.
回答

フェアの場所に近いホテルは何処ですか？フェアの場所まではどのくらいかかりますか？
フェアの場所に近いホテルは以下の通りです。
- RadissonBlu- Greater Noida
- JaypeeDelcourt
- Jaypee Atlantis
- Jaypee Greens Golf
- SPA Resort and Formula One
フェアの場所まで 10 分から 15 分位です。

質問
28.
回答

市街（ニューデリー）にあるホテルはどれですか？フェアの場所まではどのくらいかかり
ますか？
市街にあるホテルは以下の通りです。
- Shangri-La
- Le-Meridian
- The Park
- The Lalit
- The Oberoi
- Hiton
- The Suryaa
- The Royal Plaza
- Hilton Garden Inn etc.
以上のホテルから会場までは、運転で 45 分です。他のホテルも沢山あります。

質問
29.
回答

会場に近い安いホテルはどこですか？

質問
30.
回答

ホテルは空港までの送迎を提供しますか？

質問
31.
回答

安いホテルは、EPCH ウェブサイトで入手可能です。
http://www.epch.in/ihgf/hotels.htm

通常、ホテルは、空港での迎えを提供しますが、ビジターからは別料金を取ります。EPCH
のヘルプデスク（hotels@epch.com） またはホテルヘルプライン 91-9871121212 に
連絡をします。
ホテル、会場間のシャトルバスはありますか？
ホテルから会場までの無料のシャトルバスがあります。シャトルの案内が、2014 年 10 月
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1 日から入手可能です。
質問
32.
回答

質問
33.
回答

質問
34.
回答

質問
35.
回答

質問
36.
回答

質問
37.
回答

質問
38.

ホテルからのシャトルの時間と頻度を教えてください。
シャトル・サービスの案内は、2014 年 10 月 1 日から
http://www.epch.in/ihgf/shuttle.htm (under construction) 閲覧できます。
最新の詳細は、事前の登録のビジターに転送されます。
シャトルを予約する必要がありますか？または自動的にホテルに来るのですか？
シャトルを予約する必要はありません。自動的に一覧のホテルに止まります。また、ホテ
ルの受付で詳細を得ることができます。
デリーから会場までタクシーはありますか？金額はどれくらいかかりますか？
直払いでラジオタクシー
India Expo mart Greater Noida からラジオタクシーを使用する料金は、約 INR 23/km
です。(11:00pm から 5：00am までの夜料金ですと 28.75INR です。) 駐車（必要に
応じて）、待ち時間料金（Rs100/時間）。
通行税（かかる場合）は追加です。
タクシーは、Mega Cabs Customer Care 番号 (91 11 41414141)で予約が可能です。
* 料金は変更される可能性がありますので、電話でご確認ください。
市街から会場まで地下鉄の連絡はありますか？
ありません。最も近い接続は、(NOIDA Botanical Garden 地下鉄の駅) 15 キロメートル
先です。 地下鉄での来場はお勧めしません。しかし、Botanical Garden 地下鉄駅から会
場まで、シャトルバスを利用可能です。シャトル・サービスのスケジュールを利用くださ
い。 http://www.epch.in/ihgf/shuttle.htm (under construction)
訪問者が早く展示会場を出たい場合に交通手段はありますか？
はい。会場から有料でタクシーを利用することができます。

既に登録している場合、フェアに入るためには何をすればいいですか？
フェア会場のバイヤー登録カウンターで、名刺を提示し、エントリーバッジ等のフェア・
キッドを受けてください。
バッジなしでフェアに入ることができますか？
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回答

バッジは、フェアに入るために必要です。フェアの会場で、バイヤーの登録用紙にあるビ
ジネスの詳細を記載した後、バイヤー登録デスクで受け取ることができます。

質問
39.
回答

共同経営者のエントリーバッジをビジターはどのように得ることができますか？
共同経営者のためのバッジは、登録用紙を埋めた後、登録デスクで得ることができます。

質問
40.
回答

フェアに子供は入ることはできますか？

質問
41.
回答

展示ホールは、何ホールありますか？

質問
42.
回答

フェアのレイアウトは入手可能ですか？

質問
43.
回答

身体障害者に対する会場の設備を教えてください。車いすは入ることができますか？

18 歳以下の子供はフェアに入ることはできません。

合計 15 ホールです。
地上階（外のホール）は、1,2,3,4,5,6,7 (合計 7 ホール)です。
地上階（内のホール）は、8,9,10,11 (合計 4 ホール)です。
一階は、12,12A,14,15 (合計 4 ホール)です。

レイアウトが、展示者の最終決定の後、事前登録バイヤーに送られます。登録カウンター
でレイアウトが入手可能です。

はい。会場は身体障害者によるアクセスも可能です。車いすは、医療カウンターで入手可
能です。車いすの事前のリクエストをすることができます。

質問
44.
回答

通訳を提供していますか？

質問
45.
回答

インドからの輸入について、規制や登録についての基本的な情報をどのように入手できま
すか？
インドから輸入、輸出の規則は単純です。インドの輸出業者は、海外のバイヤーと注文の
予約をとります。つまり、海外のバイヤーは、インドからの輸出業者と、自国への輸入を
注文しなくてはなりません。インドの輸出業者は、文書、税等のプロシージャ―を記入し
なくてはなりません。他国への一定の製品をインドから輸出するための業者を探すには、
輸入業者は、輸出促進カウンシルにアプローチしなくてはなりません。

質問
46.
回答

新しいサプライヤーを探し、コンテイナーをコーディネートするのを手伝ってくれるエー
ジェンシーを教えてもらえますか？
はい。EPCH 経由のカウンシルは、エージェンシーの情報を有しています。しかし、個人で

通訳は事前に予約をすると、有料でご用意ができます。
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各購入エージェンシーと、やり取りをし、交渉し、話し合いをしなくてはなりません。カ
ウンシルは、ビジネスのやり取りにおいて、購入エージェンシーと直接に、また間接的に
も関わることはできません。
質問
47.
回答
質問
48.
回答
質問
49.
回答

質問
50.
回答
質問
51.
回答

質問
52.
回答

フェア会場において、為替の交換はできますか？
はい。外国為替カウンターが、CFB ビルの地上階にあります。
車の駐車の施設は入手可能ですか？
バイヤーの登録カウンターから、車駐車スティッカーを収集してください。
共有施設は何ですか？
以下が中央機能ビル（地上階）にある共通のフェア施設です。
- 外国為替カウンター
- 医療施設
- 無料インターネット
- タクシーサービス
- トラベルデスク
- ビジネスセンター
- 情報デスク
- バイヤーのラウンジ
- 荷物カウンター
無料のインターネット設備がありますか？
バイヤーのラウンジで無料でインターネットにアクセスすることができます。
バイヤーのラウンジでどのようなサービスがありますか？
バイヤーのラウンジでは、訪問者のバイヤーに、スナック、お茶、コーヒー、ランチ等が
提供されます。電子メール等に関しては、無料インターネット設備を提供します。
展示者への苦情はどこにすればよいですか？
書面での苦情は、aks@epch.com まで、または、電話で 0091-11-26135256 （内線
105）までお願いします。しかし、カウンシルは、法的、または仲裁機関ではないこををご
了承ください。カウンシルは、貿易論争解決のために必要な努力をし、影響を受ける当事
者に友好的な解決法を与えます。

これらの質問と回答は、一般的なものであります。具体的な質問は、EPCH のガイドライン、または
条項に記載されています。または 91-9818725553 にご連絡ください。
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