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ミャンマージャポンの印刷を担当
機内誌採用を誇りに思う
永杉　本日はミャンマーの雑誌をはじめと
する多数の出版物、広告等の印刷を手がけ
ているAung Thein Thann Printing Station
のチョー・テイミンさんにお話をうかがい
ます。我々ミャンマージャポンも創刊から
5年にわたり御社に印刷をお願いしており、
品質が非常に高いと認識しております。
チョー　お褒めいただきありがとうござい
ます。実は先日もビジネス旅行で航空機に
搭乗した際、機内誌として「MYANMAR 
JAPON+plus」が目の前のポケットに入って
おり、とても誇りに感じました。と同時に、
責任感の重さに身が引き締まる思いでした。
永杉　ご旅行中にもかかわらず、機内でも
緊張させてしまい大変失礼しました（笑）。
ところで、御社の設立年と設立に至った経
緯を教えてください。
チョー　設立は1998年1月1日です。私は
ヤンゴン大学を卒業後に San Nyunt Oo と

いう印刷会社に実習生として入り、5年間
印刷業務の基礎を学びました。その後、大
学で地質学を修めたこともあり、92年か
らシンガポールで地質に関するサイトエン
ジニアとして従事していました。当時から
資金を蓄えてミャンマーで会社を立ち上げ
ることを目標としていたのですが、元々興
味があり、すでに技能も身につけていた印
刷業を立ち上げることを決めたのです。本
好きな国民性ですから、ミャンマーにおい
て印刷物がゼロになることはないだろうと
いう考えもありました。
　設立から1年間はほとんど受注がなく、
大変な思いをしました。各企業をまわって
注文を取り付け、何とか軌道に乗せること
ができました。当時発注してくれた企業と
は今もよいお付き合いを続けさせていただ
いています。

デジタルの影響はあるが
紙媒体の需要は高い
永杉　印刷会社を経営する上で、どのよう
な点を重視していますか。また、将来に向
けたビジョンをお聞かせください。
チョー　まずはニーズをしっかりと聞くこ
と。そして品質と納期を最優先することを
重視しています。また、受注量に関わらず
すべての顧客に対して均一の品質とサービ
スをご提供するこ
とに力を入れてお
ります。　
　将来的には印刷
品質をさらに上げ
ること。また、パッケージ事業への業務拡
大や、高い技術を持つ外資系企業と提携し
て業務を進めたいと考えております。
永杉　昨今、ミャンマー国内の景況感は必
ずしも好調とはいえないと思うのですが、
ミャンマー印刷業界全体の景気はいかがで
しょうか。
チョー　ミャンマーの印刷物として代表的
なものは「ジャーナル」ですが、これは近
年売上が低下しつつあります。背景におい
てデジタルの影響は否定できません。です
から、ジャーナルを専門に印刷する企業は
苦戦しているのが現状と考えられます。
　一方、紙媒体全体が衰退しているかとい
うとそうではありません。当社はローカル
雑誌7誌と契約しているほか、ミャンマー
ジャポンさんをはじめとした外国企業の雑
誌や冊子などを多数印刷しているため、売
上の落ち込みはありません。もちろん、今
後も最新機材を導入するなど、企業努力を

怠ってはいけないと考えております。

品質、省電力、価格が
日本製品の大きな強み
永杉　御社の印刷物は日本のクオリティと
同等だと思っていましたが、それもそのは
ずで日本製の機械を導入していると聞きま
した。どのような製品を導入されているの
か、そしてなぜ日本製を選ばれたのかを教
えてください。
チョー　もっとも新しい機械は、2016年
に導入した富士ゼロックスの印刷機です。
ただ、当社だけが日本製品を使っているわ
けではありません。ミャンマー国内の印刷
業者は大半が日本製の印刷機を導入してい
るのです。日本以外に印刷機器が発達して
いる国としてドイツが挙げられ、日本製品
と同様に高品質な仕上がりが期待できるの
ですが、一方でドイツ製は電力消費量が過
大なことと本体価格が高価であることから、
省電力で高品質な日本製印刷機に需要が高
まっているのです。
永杉　ミャンマーの印刷業界でも日本製品
が広がっているのはうれしいです。とはい
え、価格は決して安くはないと思うのです
がいかがでしょうか。
チョー　86年に初めてこの業界に入った際
にも、その会社で使用されていたのは小型

の日本製印刷機でした。その後、大型のオ
フセット印刷機も輸入され、ミャンマーの
印刷業界で日本製品の導入が加速しまし
た。私がこの会社を立ち上げて最初に購入
した機械も、もちろん日本製です。当時は
200万 Ks くらいでリーズナブルだと思っ
たのを覚えています。今は当時よりも値上

がりはしましたが、日本製に対する信頼は
変わりません。
　日本製品に支持が集まっている理由は、
品質、省電力、価格のバランスだけではな
く、古くから両国の仲が良く、強い絆があっ
たことも関係していると思います。我々の
業界だけではなく、日本は昔からミャンマー
を各方面でサポートしてくれています。今
後も両国の関係はより良くなっていくで

しょうし、そうな
るように私も願っ
ています。
永杉　両国の信頼
関係を礎として、

我々の誌面が印刷されているというのは大
変喜ばしい話です。今後もミャンマージャ
ポン読者の皆様に高品質な誌面をお届けで
きるよう、ご協力をいただけましたら幸い
です。本日はご多忙の中、ありがとうござ
いました。

ビジネス情報誌「MYANMAR JAPON BUSINESS」、「MJビジネス
バンコク版」、ヤンゴン生活情報誌「ミャンジャポ！」など4誌の
発行人。英語・緬語ビジネス情報誌「MYANMAR JAPON+plus」
はミャンマー国際航空など3社の機内誌としても有名。日本ブラ
ンドの展示・販売プロジェクト「The JAPAN BRAND」ではTV
番組を持つ。ミャンマーの政財界や日本政府要人に豊富な人脈を
持ち、ビジネス支援や投資アドバイスも務める。一般社団法人日
本ミャンマー友好協会副会長、公益社団法人日本ニュービジネス
協議会連合会特別委員、WAOJE（旧和僑会）ヤンゴン代表。
info@myanmarjapon.com

永杉 豊

MYANMAR JAPON Co., Ltd.
CEO

Nagasugi Yutaka

ミャンマーのプロユース印刷機は日本製が主流
紙媒体の需要は昔と変わらず高いまま

第 回61
このコーナーでは、MYANMAR 
JAPON 代表の永杉が毎回、ミャ
ンマーの第一線で活躍するリー
ダーと対談し、“現代ミャンマー”
の実相に迫ります。

永杉豊チョー・テイミン
MYANMAR JAPON Co., Ltd. CEOAung Thein Thann Printing Station ゼネラルマネージャー

多種多様な出版物を手がけるミャンマーの印刷企業
【今回のテーマ】

1963年ヒンタダ生まれ。85年ヤンゴン大学卒業（地質
学士）。86年から92年まで印刷会社San Nyunt Ooで実
習生として印刷の基礎を学ぶ。92年からシンガポール
で地質に関連するサイトエンジニアとして5年間従事。
98年に帰国後、Aung Thein Thann Printing Stationを
設立。ミャンマー印刷出版協会で局長を務めている。

チョー・テイミン

Aung Thein Thann Printing Station
ゼネラルマネージャー

U Kyaw Htay Min
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ミャンマーで愛されて23年

建物、住宅、工場建設、内装装飾、プールの建設まで

建設•内装おまかせください

現地価格で
日本品質のサービスを
日系企業との取引実績多数

The Tokyo Enterprise Co., Ltd.　 担当者：花 重男　Kyaw Zin
No.32, Pyay Rd, 6½ Miles, Hlaing township, Yangon, Myanmar.
TEL:（95）01-513101～02  Email:office@thetokyoenterprise.com
HP:http://www.thetokyoenterprise.com











※掲載の展示会の日程や予定は予告なく変更、延
期、中止されることもあります。詳細については、
主催者および関連サイト等でお確かめください。

Tatmadaw Exhibition Hall　  P.26-C2
Myanmar Event Park　  P.24-A3ミャンマー展示会情報

6.26
▼

6.27

Emerging Asia FinTech & Agent Banking Summit 

会場 PARKROYAL Yangon（  P27-D2）
内容 金融関係

主催者 Magenta Global Pte Ltd. Singapore

6.27
▼

6.28

Argus NPK Fertilizers Conference

会場 Sule Shangri-La Yangon （  P27-D2）
内容 農林業関係

主催者 ARGUS MEDIA

7.20
▼

7.22

Myanmar International Tourism Expo (MITE) 

会場 Tatmadaw Exhibition Hall 
内容 旅行関係 

主催者 Icvex

8.02
▼

8.04

Builders Myanmar

会場 Novotel Yangon Max Hotel（  P24-A2）
内容 建設機械、建設工具、建材および製品、建造物・建築物に関するサービス

主催者 Fireworks Myanmar

8.02
▼

8.04

Powerex Myanmar and Electric Expo Myanmar

会場 Novotel Yangon Max（  P24-A2）
内容 特殊電力、発電および送電機器

主催者 Fireworks Trade Media Pte Ltd. (Asia) Singapore

8.17
▼

8.19

Myanmar FoodBev 

会場 Tatmadaw Exhibition Hall
内容 原料・添加物、成分・食品包装・加工食品、飲料、菓子・食品、飲料関連機器、設備・

包装技術等主催者 ICVeX Company Limited

8.17
▼

8.19

Trien lam Quoc te lan thu 4 ve Thuc pham va Do uong tai Myanmar

会場 Tatmadaw Exhibition Hall
内容 食品および飲料

主催者 International Technology Exhibition and Events Company

8.23
▼

8.25

MYANLAB 2018 – LABORATORY & INSTRUMENTATION TECHNOLOGY SHOW 

会場 Tatmadaw Exhibition Hall
内容

分析システム、検査機器、校正安全機器、労働安全衛生機器、化学プロセス技術、化
学処理、化学機器、輸送・保管、試験・測定、化学試薬・供給、環境および汚染管理
システム主催者 AMB TARSUS EVENTS GROUP SDN BHD

9.13
▼

9.15

PROPAK MYANMAR 2018 - 5th International Processing & Packaging Exhibition for Myanmar

会場 Myanmar Convention Centre（ P22-B3）
内容 食品、飲料、医薬品業界の包装資材・容器、包装機械、調達、生産、物流、流通、販売、

消費、廃棄・リサイクル主催者 Bangkok Exhibition Services Ltd.(UBM BES)











　2018 日 5 月 7 日付で商業省から卸売・小売
への外資の参入を認める通知（2018 年第 25 号）
が発せられています。参入の基準及び新会社法
との関係は、下表の通り整理できます。
　本通知は外資に卸売・小売を認めた点で画
期的といえます。他方で、下記のように本通
知から明らかではない内容も多いといえます。
当職が取得している情報に基づくと以下の通
り解釈されます。

金額の算定方法は？
　下記の「初期投資」については、ミャンマー
語の原文を直訳すると the amount of initial 
investment made for goods to be sold とされ

ており、本通知からは具体的内容が明確では
ありません。これについては、仕入商品購入
のための投資額を意味し、建物建築費や人件
費等は含まないものと解されます。

929㎡のカウント方法は？
　929㎡未満の小売は、内資 100% 以外は不可
という制限に服します（卸売は、かかる制限に
服しません。）。この面積については、売場面
積についてカウントされ、付属する倉庫や事
務所等は含まれない厳格な基準が採用される
ものと思われます。

輸入も解禁されるか？
　本通知では、卸売、小売のライセンスを取

得した場合、商品の輸入もすること
ができるかは明記されていません。
この点については、卸売又は小売ラ
イセンスを有する場合、輸入ライ
センスを取得できるものと解され
ます（輸出ライセンスは不可）。な
お、新会社法下での外資 35% の内
資会社は、輸出入ライセンスを申
請することができ、本通知に基づ

出資比率等 新会社法
上の区分

卸売ライセン
スの要件等

小売ライセン
スの要件等

輸出入ラ
イセンス

外資 100%

外資
会社

初期投資 500
万ドル以上

（地代は除く）

初期投資 300
万ドル以上

（地代は除く）

取得不可
（ 卸 売 又
は小売ラ
イセンス
を取得す
れば、輸
入ライセ
ンスは取
得可能）

外資
内資
JV

外資 80% 超（内資 20% 未満）

外資 35% 超～ 80% 以下
（内資 20% 以上～ 65% 未満） 初期投資 200

万ドル以上
（地代は除く）

初 期 投 資 70
万ドル以上

（地代は除く）外資 35% 以下
（内資 65% 以上）

内資
会社内資

100%

初期投資 70 万ドル以上 実施可能
（要登録）

実施可能
（要登録）

取得可能
初期投資 70 万ドル未満 実施可能

（登録不要）
実施可能

（登録不要）

く卸売又は小売ライセンスを有していない場
合でも、輸入した物品の販売の限度で卸売を
することができると解されます（小売は不可）。

取り扱う商品に制限はあるのか？
　卸売・小売できる商品については、制限商
品（restricted goods）を除くとされていますが、
何が制限商品なのかは本通知では示されてい
ません。この点については、近日中に具体的
なリストが開示される可能性が高いと思われ、
自動車ショールーム等、既存の別枠の規制が
該当すると思われます。

必要な手続は？
　卸売、小売ライセンスの申請には、既に会社
を設立し、必要に応じて MIC 認可又はエンドー
スメントを取得している必要があります。加え
て、YCDC 等からの営業許可、商品のリスト、
詳細なビジネスプラン（MIC 申請の際に提示す
るビジネスプランと類似のものと解されます）
が必要とされます。なお、個別案件について
はケース・バイ・ケースの判断がなされる可
能性もあり、早い段階から法律事務所等に相
談する必要があると考えます。

甲斐史朗（かい ふみあき）
TMI 総合法律事務所リージョナ
ル・パートナー（ミャンマー担
当） 。日本国弁護士。早稲田大
学政治経済学部政治学科、ロン
ドン大学 LLM 卒業。2015 年 1
月よりヤンゴンオフィス駐在。

TMI 総合法律事務所　
☎︎ +95(0)1-255-047/+95(0)1-381-101

（「ミャンマー新投資法・新会社法」、甲斐史朗著、中央経済社（6 月発売）より抜粋）

ミャンマー法
駐在弁護士が気になる “あれこれ” を解説
納得 !!

卸売•小売の外資への開放を認めた商業省通知第26 回

なるほど！

























Address: 205, 2F, La Pyayt Wun Plaza, No. (37), Alanpya pagoda Road, Dagon Township, Yangon.
PH：01-385882　Eメール : info@vac-gr.com　WEBサイト：www.vac-gr.comVAC Yangon Co., Ltd.

税務•会計でお困りの際は私たちにお任せ下さい！
お陰様で7年目税務•会計•労務支援

日本人税理士及び日本語出来る会計士がサポート致します。気軽にお問い合わせください！

税務業務（個人所得税 · 商業税 · 法人税 · 源泉税 · 印紙税）
会計業務（記帳代行 · 月次報告書作成 · 決算書作成 · 監査支援）
労務業務（社会保険 · 就業規則 · 雇用契約）
設立業務（法人設立 · 支店登記 · 更新 ·Form 6& 26, Form 18, Form E, MOA）
駐在員ビザ申請業務（Stay Permit & Multiple Visa, FRC）
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北部主要スポットへ好アクセス
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No.1/B, 6 Quarter, Khone Myint Thar Rd., Mayangone Tsp.
(+95) 09-2538-90737        (+95) 01-709499
7mileresidence.Sue@gmail.com       http://www.7mileresidence.com
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