










日緬ビジネスに役立つニュースを一挙掲載！





日緬ビジネスに役立つニュースを一挙掲載！



9Jul 2015















16 Jul 2015

　日本大使館付属ヤンゴン日本人学校の新校舎が完成し、6 月 3 日の
創立に竣工式があった。新校舎は 2 階建てで、1 階部分に教室や家庭
科室を設置し、2 階は講堂。多数の在緬邦人や企業などが寄付金を拠
出して建築された。
　日本人学校は、ヤンゴンの急速な子どもの増加によって一時は入
学待ちの事態になっ
た が、 新 校 舎 建 設 で
解 消。 た だ 児 童・ 生
徒数は今後も増える
とみられ、275 人の受
け入れ可能人数は近
く一杯になる見通し。
そ の た め、 校 舎 の 改
築など次の対策に向
けて検討が行われて
いる。（28 ページに関
連コラム）

　ヤンゴン外国語大学で日本語を教えるア
シスタントとして、東京外国語大学ビルマ
語学科（休学中）の鈴木聡さん（22）が 6
月から日本語学科の授業に参加している。
国際交流基金の「日本語パートナーズ」事業で派遣されたものでミャ
ンマーへの派遣は初めて。ミャンマー人の日本語教師とチームを組ん
で学生に日本語を教える。鈴木さんは「日本語学科でも日本人の友人
がいない学生が多い。年齢が近いことを生かして交流の輪を広げたい」
と話している。

　ヤンゴン工科大が 5 月 23 日、インフラ整備や防災などに関する国
際シンポジウムを開催した。ミャンマー人研究者のほか、京都大学の
三村衛教授ら日本の専門家が多数講演した。
　シンポでは、ミャンマーで土木学会が発足することが明らかになっ
た。ミャンマーには、学際的な研究者団体はあるが、学問ごとの学会

はあまりなかった。学会設立
を呼びかけたのは、ヤンゴン
工科大で教鞭をとる小池武博
士だ。「ミャンマーの学者は、
企業の技術者との交流が少な
い。学会を作って企業と情報
交換することでレベルを引き
上げることができる」と小池
博士は話している。

　 日 本 の ポ ッ プ グ ル ー プ 、
PRIZMAXで活躍するミャンマー
人の歌手・俳優の森崎ウィンさ
んが故郷のミャンマーで公演し
た。5月15～16日にノボテル・
ヤンゴン・マックスで開かれた
展示会「ゴージャス・ジャパ
ン」のステージでPRIZMAXが熱
唱。森崎さんはミャンマー語で

軽快なトークを繰り広げ、会場を沸かせた。来場したミャンマー人女
性（20）は「めちゃくちゃカッコいい」と目を輝かせていた。
　森崎さんは小学校のころ家族とともに日本に移住。「ミャンマーで
公演する夢がかなってうれしい」と話している。PRIZMAXは今後、
東南アジアでの活動に力を入れる。

悲願の新校舎が竣工式
日本人社会の活動実る

ヤンゴン工科大が国際シンポ
土木学会発足へ、日本の専門家の提言で

初の日本語アシスタント就任
ヤンゴン外大に鈴木さん

　ヤンゴン外国語大学日本語学
科 が 5 月、 初 め て と な る イ ン
ターンシップ制度を始めた。卒
業前に社会経験を積むのが目的。
KDDI や JTB ポールスター、エク
セなどの日本企業が受け入れ先
となり、23 人の日本語学科 4 年
生が参加した。
　MYANMAR JAPON でも 2 人の
学生が約 2 週間、新聞記事の翻

訳や記事の執筆などの業務を体験した。参加したキン・メイ・ゾーさ
んは「自分の日本語能力を生かすことができて良かった。お金を稼ぐ
苦労がわかり、大切な経験だった」と話していた。

　みずほ銀行が設立した「みずほアジア人材
育成基金」がヤンゴン経済大で行っている奨
学金制度で、2 年目の奨学生が選ばれ、6 月 3
日に同大で認定式が行われた。みずほ銀行ヤ
ンゴン出張所の野中鉄朗所長が奨学生 25 人
に認定証を手渡した。みずほ銀は同大に金融
を教える講座を開設しているほか、今年から
モンユワ経済大学でも奨学金制度を始めた。
　300 ドルの奨学金を授与された同大 4 年のトエ・イー・トー・ルイ
ンさんは「奨学金は選択科目で必要になる学費に使う。大学院に進学
して会計学を学び、将来は財務省で税の専門家になりたい」と話して
いた。

ヤンゴン外大日本語学科が研修制度
23 人が日本企業で業務体験

ヤンゴン経済大に奨学金
みずほ銀行、今年で 2 年目
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1,000Ks（チャット）＝約 116 円［６月７日時点］   現在のレートは  http://myanmarjapon.com で確認できます。

安心と信頼でトラブルを未然に防ぐ　MIRC はミャンマージャポンのグループ会社です。
MRESA（ミャンマー不動産協会登録第 2894 号）会員企業ですので、あらゆる不動産トラブ
ル解決のお手伝いをいたします。

不動産仲介 DIVISION｛MIRC Co., Ltd.｝

ミャンマーから09-3101-9178  日本から  001-010-95-931019178  
メール info@myanmarjapon.com

ヤンゴンでのお部屋探し、おまかせ下さい !!

オフィス用・店舗用・サービスアパートメント・レンタルオフィス・
工場用地等取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

ご相談は無料。お気軽にご連絡ください。（日本語対応）担当：見原、スー

ミャンマー 不動産

スタッフが足で回り、1 つひとつ吟味した「優良物件」をご紹介します。

情報量 No.1！ミャンジャポのチンタイ

経済特区のティラワ SEZ も本格的に始まり、そろそろお近くで家を探したいという希望もお持ちなのではないでしょうか？　今号は
ティラワの近く、Star City の物件をご案内いたします。Star City には日本料理店やスーパーマーケットも併設されており、暮らしや
すい環境です。また、ティラワまでは車で 15 分程度と非常に便利です。Star City の物件をお求めの際はぜひ、弊社にご連絡ください。

Star City 特集！

For Rent（賃貸） Residence（サービスアパート）

No LDK 広さ 地区 ～階 /
～階建て Ks エレ

ベータ 特徴

1 2LDK 約90㎡ タンリン 6/13階 150万Ks 〇 新品の家具家電とイ
ンターネット付き。

2 3LDK 約150㎡ タンリン 7/13階 250万Ks 〇 新品の家具家電とイ
ンターネット付き。

No LDK 広さ 地区 ～階 /
～階建て Ks エレ

ベータ 特徴

3 1LDK 約58㎡ タンリン 各階 1450$ ~ 2100$ 〇 RIVER VIEW

4 2LDK 約84㎡ タンリン 各階 1680$~2400$ 〇 Courtyard View

5 4LDK 約110㎡ タンリン 各階 3250$ 〇 Open View













新鮮粗びき鶏を使用し、
1ヶ月以上熟成させた
ぶんごや秘伝のタレに漬け込み、
衣はからっと中身はジューシーで
後引く美味さのぶんごやの

大分中津からあげ！

6/21
OPEN (予定)

☎ 10:00～19:00 無休09-799570207

No.33(A), Thit Sa Road, 
South Okala Tsp, Yangon

P20-C3

ヤンゴン店
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さい。日本語を学ぶミャンマー人と楽しく会
話しましょう。ミャンマー語の会話練習も
OK。 
☎︎ 09-420087419（サンダー）
僧院日本人ボラ募集
毎週土日にやっている僧院の日本語ボラン
ティアで、少人数での会話練習を手伝ってく
れる方を募集しています！ 教えるという感
じではなく、日常会話を楽しんでいただけれ
ば結構です。時間は18時30分からです。

 t_kamiyama@issun.jp 
☎︎ 09-420016788（上山）
日本語の教会学校  
大きな教会の小さな日本語教会学校。小学生
が中心ですがどなたも歓迎！参加無料！毎週
日曜、一般礼拝終了後の午前11時頃から。
Methodisit English Church にて。 
☎︎ 09-7325 0731（田内克彦）
ヤンゴン囲碁を楽しむ会
一緒に囲碁を打ちませんか？初心者、これか
ら始めてみようという方も歓迎です。私自身
は数年前にはじめ、一応、初段の免状はもっ
ております。ご興味のある方、連絡をお待ち
しております。

 1101yamagata@gmail.com （山形）
ヤンゴン中国会（和華会）
ヤンゴンには多くの中国とゆかりのある方が
いらっしゃいます。この縁を大切にするため
に集まりませんか。駐在・留学経験のほか、
中国出身者、三国志ファンなどどんな縁でも
構いません。不定期で開催します。

 kitazumi@myanmarjapon.com（北角） 
ミャンマーインドネシア会
インドネシア駐在経験者、家族にインドネシ
ア人を持つ方などの参加をお待ちしておりま
す。何をするかは未定ですが、隔月ごとの食
事会、ゴルフなど交流を広げていきたいと思
います。

 hiroaki.hama@mol-logistics-group.com （浜）
ミャンマー・ベトナム会
ミャンマー、ベトナム両国にゆかりのある
方、情報交換と言う名の飲み会をしません
か!?　ゆかりの無い方でもご興味が有れば無
問題です！ご連絡お待ちしております！　

 tokaido53take@hotmail.co.jp（永田）
ラテンな会
H o l a !  C o m o 
estas?  『ラテ
ンな会』に参加
されませんか？　
美味しい中南米
料理を食べて、
明るい話をする会。「ラテン」好きなら誰で
もOK、みんなで楽しく過ごしましょう！　当
日参加も大歓迎。日時：７月10日（金）19時
～　場所：「salud!」　

 shimaumanomama@gmail.com(平原)

お知らせ・その他
一般社団法人日本ミャンマー友好協会
44年の歴史のある一般社団法人日本ミャン
マー友好協会（本部・東京）では、親善大使
に黒宮ニイナさんを迎え日本の会員を募集し
ています。　

 info@jmfa-tokyo.com
日本人会ゴルフ大会参加者募集
毎月第3週日曜日にYGCで歴史と伝統のゴル
フ大会を開催しております。お気軽にご参加
下さい。ご参加希望の方は日本人会登録完了
後に下記連絡先へご連絡下さい。

 ryoichisenba@gmail.com（幹事：仙波）

所は様々なゴルフ場を回ります。老若男女、
御一人様、初心者、出張者も大歓迎!! 勿論国
籍も問いません。1回でも参加すればあなた
はもうメンバーです。

 y_wada@just-fashion.co.jp（和田）
ヤンゴン卓球の会
毎週日曜午後オリンピックホテル卓球場にお
いでよ。ヤンゴン卓球も雨季になって活動が
活発に！雨季にスマッシュ！来年 1 月のホラ
イズンカップに目指そう！ 卓球部  部長  黒瀬　

 kurose@f-furushima.com
ヤンゴン剣道部
剣道部（JMKC）では、部員募集中！小学生
以上であれば経験の有無、男女は問いませ
ん。毎週月・木曜日、初心者クラス17：30
～18：00　中・上級者・成人クラス18:00～
20:00　ゴールデンヒル内体育館で稽古をし
ています。礼儀正しく・勇ましい　日本の武
道を体験してみませんか？ 

 yangon.kendo@gmail.com（出崎）
JUDO club
柔道を通し、ミャンマー人との交流をしてみ
ませんか。普段はチャイカッサンの体育学校
で汗を流しています。今から始めたい方、経
験者、見学希望など、何でも大歓迎。日体大
柔道部出身のコーチが指導いたします。

 toda.yuki@his-world.com（戸田）
バレーボール部
日本人会バレーボール同好会では部員を募集
中。経験の有無、および男女を問いません。
日ごろのストレス解消に最適。練習は毎週木
曜18時から日本人学校にて行っています。
ふるってご参加ください。

 tkhobby123@yahoo.co.jp（葛西）
ヤンゴンアメフトの会 
ミャンマーの同好会で一番ゆるーく且つ激し
いコミュニティです。カワイイ女子マネ、イ
ケメン選手も増加中です。さあ迷っているあ
なた！今すぐ連絡を！ 夜の親睦会参加だけ
でもOK！それでは皆さん鎖骨に気をつけな
がら頑張りましょう。 

hisakazu.maeda@mm.panasonic.com（前田）
ヤンゴン野球の会
毎週土曜日の午前中に少年野球指導と軽い
キャッチボール、日曜日に大人の練習やミャ
ンマー人チームとの練習試合を行ってます。
6月27日に初の海外遠征＠バンコクも決定致
しました！野球が好きの方でしたら、道具も
要りません。お気軽にご連絡下さい！　

 hagabon@gmail.com（芳賀）
ヤンゴン柔術教室 
日本人とミャンマー人の白帯同士が稽古して
います。経験者大歓迎、初心者の方でもはじ
めから思い切り体を動かせます。場所はアウ
ンサンスタディアム近く。　
☎︎ 0949337212（原）　

 haraygn@yahoo.co.jp 
サーフィン好きの集い
ミャンマーの海は透明度もソコソコで、気持
ちよくサーフィンできますよ。サーフィン後
のビールとイカの一夜干しも良い具合ですの
で、御一緒にいかがでしょうか？

tanaka.konoike.myanmar@gmail.com（田中）
ヤンゴン男声合唱団
いっしょに歌おう！ヤンゴン男声合唱団。一
緒に男声合唱をしましょう。経験は不問。た
だただ歌うのが大好きな方、集って歌って、
練習後は飲んで歌って・・楽しいですよ。目
標は、年末の日本人会忘年会出演！そしてい
つかは、アジア日本人男声合唱祭出場！

 sato-kaz@marubeni.com（佐藤）
ジャズ-ライブセッション-サークル
ジャズ-洋楽曲を、ピアノ、ベース、ドラ
ム、サックス、ギター楽器とボーカルで演奏
するメンバーをもとめております。英語の歌
を、楽譜をもとに演奏します。ご経験のお有
りの方に賛同いただき、早期に立ち上げたい
と期待しております。特にライブセッション
に興味のある方大歓迎です。

 s.watanabe0073@gmail.com（渡辺）
総合ダンスサークル「Latin Lover」
サルサ、アルゼンチンタンゴ、フラメンコな

どラテンダンスを中心に活動して行きます。
年齢国籍、経験未経験を問わず、幅広く募集
します。問い合せお待ちしています。

 tony-nakata@hotmail.com（トニー中田）
ヤンゴンミニバレーチーム（柔らかいバレー
ボール）
ヤンゴン初!?のミニバレーチームに参加して
くれる方募集（週１程度/日時場所は参加者
の希望を聞いて調整）。初級～中級レベルま
で。老若男女、誰でも気軽に出来るスポーツ
です。職場のミャンマー人を誘っての参加も
OK、国際交流兼ねて汗を流しましょう。場
所の情報提供もお待ちしております。

 murozono202@yahoo.co.jp（ながうら）
Myanmar Music Session 倶楽部
ギターや、ピアノ、サックス、ドラム、ベー
スなどでセッションしましょう！ジャンルは
問いませんがSwingしたいです。ゆくゆくは
Barで演奏するのが目標。ちなみに、私はど
の楽器も全く演奏出来ないので、人数が集
まったら挑戦します!!

 takashiubukata7@gmail.com（うぶかた）
ミャンマーIT会
ミャンマー在住のIT会社もしくはこれから設
立予定の皆様、月に1回定期的に情報交換お
よび食事会、イベントを行いましょう！ 若
手中心ですが、年齢制限なし。技術の向上お
よび、仲間として色々な悩みを分かち合えた
らと思います。

 m_yamaguchi@aag.co.jp（山口）
日本語教師の会
日本語教育に携わっている方・関心のある方
集まりませんか。老若男女国籍経験不問で
す。毎月第2日曜日に食事会で情報交換、最
終週に月例学習会でテーマを持ち寄りディス
カッションをしています。食事会のみ、学習
会のみの参加も大歓迎。

 yangon.nihongo@gmail.com （田邊・鈴木） 
ヤンゴン赤ヘル会
当会では、「広
島東洋カープ」
を 愛 す る メ ン
バーが月に１度
集まり、和気あ
いあいと交流し
ています。広島県にゆかりのある方も大歓
迎。お気軽にご参加ください。

 kimten.sundari0211@gmail.com（木村）
ミャンマー若手会
月 に 一 度 ほ
ど 、 ミ ャ ン
マ ー に い る 若
手 （ 年 齢 制 限
は 無 し 笑 ） で
集 ま っ て 楽 し
くわいわいやっています！Facebookにグ
ループページも作りましたので、気軽に参加
してみてください♪

 wabisuke240@gmail.com（西尾）
シュエカン鍋食事会
毎週水曜の定例研究会の成果により、シュエ
カン全店舗にて「雑炊」と日本語で言えば、
〆の雑炊ができるようになってきました。ナ
ナトウラン店か ら発信するジャパンクオリ
ティーのシュエカン鍋、お友達を誘って参加
しませんか。毎週水曜の７時から、野菜たっ
ぷりのあっさり鍋を楽しみましょう。

 tetsu022001@gmail.com（松野）
日ミャンマー交流お茶会
スーレーシャングリラホテル裏の日本語学
校で、毎月最終土曜15時～17時に開催。無
料。少しでも時間あれば、気軽に覗いてくだ

■「コミュニティ」「売ります・買います」「お知らせ」等のご投稿
をお待ちしています。140 字以内に原稿をまとめ上記メールアドレス
までお送りください。写真の掲載もできる限り応じさせて頂きます。
なお、「求人」などの営利目的については有料扱いとなります。（140
文字まで 20,000Ks、200 文字まで 30,000Ks）
■誌面スペース等の都合上、原稿に手を入れさせて頂くことがあり
ます。また、コミュニティの性質等が本コーナーにふさわしくない
場合や、弊誌からの連絡にご返答がない場合は掲載をお断りさせて

頂くことがあります。
■登録コミュニティ増加にともない、掲載内容の信頼性を担保する
ため、①コミュニティ名、②代表者ご氏名（苗字を先に）、③勤務先・
所属先、④電話番号についてお知らせ頂いております。ご提供いた
だいた情報の利用にあたりましては細心の注意を払い、ご本人から
承諾を得たときや法令等に基づくと判断されるとき、またはそのほ
か正当な理由がある場合を除いて、これを第三者に開示・提示する
ことはございません。

6/30
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通常プラン

月額契約割引プラン

年間契約割引プラン
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09-2544-91345
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担当： 見原・  ティンザー・  スー

人材な人必 材必必要な要な人人材必要な人材
おります！

お探しのお仕事
あります！

日本語、英語、
PCスキル…
ご要望に応じて、
コーディネイト
いたします。

日本語、英語、
PCスキル…
ご要望に応じて、
コーディネイト
いたします。

あなたの能力、
日系企業で
生かしてみませんか？

あなたの能力、
日系企業で
生かしてみませんか？

          　

          　
          　       

      

       

      
 

       

 

損保会社 マーケティング職 女性 ～40歳 1,000～2,000USD 不問 日系企業向けの営業です

空調機器メーカー 営業職 男性 ～35歳 1,500～2,500USD ビジネスレベル 主に日系企業を担当していただきます

不動産会社 営業職 女性 不問 1,000～1,500USD 不問
日本人の不動産案内等をミャンマー人ス
タッフ（日本語可）と一緒にして
いただきます

電機機器メーカー 営業職 男女 ～40歳 1,000～2,000USD ビジネスレベル 日系企業への営業です

事務機器メーカー 営業職 女性 ～35歳 1,000～2,000USD ビジネスレベル 日系企業を担当いただきます

今月のミャンマー求人情報

企業名 業種 職種 採用 給与 諸
手当 語学

企業名 業種 職種 採用人数 勤務地 給与 諸手当 語学 経験・その他

          　

企業名 業種 職種 勤務地 給与 諸手当 語学
経験・
その他

メディア会社 マスコミ 取材
アシスタント

ヤンゴン
市内

USD 400 
~1000

英語ビジネスレベル

建設会社 日本語通訳
USD 500 
~1000

日本語、
英語上級レベル

サービス会社 不動産業 営業 USD 300 
~500

サービス会社 不動産業 物件収集部隊 ヤンゴン
市内

通勤手当 日本語能力N5以上

サービス会社 不動産業 経理 日本語能力N2以上 経理経験

製造会社 製造業

日本語、

英語通訳

日本語、英語

ビジネスレベル

製造会社 通勤手当

通勤手当

通勤手当

USD 200

~350 

USD 500 

~600

通勤手当

USD 500

~

業務経験

HR & Admin 

Manager

USD 500 

~

英語有る程度

IT会社 IT業 日本語通訳

USD 400 

~

通勤手当

運輸会社 通勤手当物流業

国際物流

手配業務

20万

チャット

英語コミュニケーション

レベル

運輸会社 建設業 通関士
30万

チャット

通勤手当

ヤンゴン

市内

日本語能力N2以上

通勤手当 渉外経験

日本語ビジネス
レベル

建設業 Lwoi Kaw

Microsoft 
Office

ティラワー工
業団地

HR の 
経験が必須

ヤンゴン
市内

IT関係の
専門用語が
分かれば、
好ましい

Microsoft
Office

ヤンゴン
市内

営業経験1
年以上

ヤンゴン
市内

通勤手当

製造業

ヤンゴン
市内

Microsoft
Office

ティラワー工
業団地

英語コミュニケーション
レベル

32 男 2 級 中級 100 万 Ks
静岡産業大【デジタルインフォメー
ションデザイン専攻】卒、

28 男 1級 中級 80 万 Ks
朝日大【経営学専攻】卒、
日本で就業経験有

年齢 性別 日本語 英語 希望給与 学歴、経歴、PCスキルなど

24 女 N2 中級 50万 Ks ヤンゴン外大【日本語専攻】卒、LCCI (II),
Word,Excel,経理の経験有

26 男  N3 中級 50万Ks ヤンゴン工科大【Mechatronic学専攻】卒　
Word,Excel,Autocad (2D)

29 女 N3 上級 40万ks
ダゴン大【経営ビジネス学専攻】卒、
国際ことば学院【卒】、日本留学経験有、
Word,Excel、LCCI II、Book-keeping

39 男 会話
上級 上級 80 万Ks 日本留学経験あり、

日本やマレーシアで働いたこと有

24 女   N4 中級 30 万 Ks

39 女 N 2 中級 70 万 Ks ダゴン大【経済学専攻】、
日本語通訳やオフィスマネージャー経験有

28 女   _ 中級 50 万 Ks
ヤンゴン外大【ロシア語専攻】、Word,Excel、
経理やAdmin経験有

今月のミャンマー人材情報

30 男 N2 中級 50万 Ks BA(Myanmar)、日系企業に勤務経験有

西ヤンゴン工科大【IT学専攻】卒、Word,Excel、
System engineer経験有

24 男   N2 中級 40万ks タンリン工科大【英語専攻】卒、
日経企業に勤務経験有、Word,Excel

30 女 _ 中級 20万 Ks ダゴン大【物理化学専攻】卒、LCCI level II,　
PC 基礎、受付や秘書経験有

日本人の求人も続々登場‼
続々と進出する日系企業でも日本人の現地採用を開始しています。ミャンマーで働きたいという日本人の方、大募集中です‼

求人
情報

t

日本人
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