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ミャンマー進出を検討している製造企業にとって気になるのが、
工業団地の電力事情。官民が推し進めるティラワSEZと縫製業など
が多く進出しているミンガラドンの現状をお伝えする。

ガス火力発電を有する
ティラワの実情とは？
ー計画停電の影響はありましたか

　ティラワSEZでは計画停電はありませんでし
た。一方、隣接するティラワ工業団地を含めヤ
ンゴン管区内のほとんどの工業団地が計画停電
を受けたと聞いています。
ー通常の停電はどうでしょうか

　まったくないわけではありません。直近では
6月に事故停電が１回発生しています。また、
昨年４月から今年３月までの１年間に合計22
回発生しており、月平均すると２回弱となりま
す。ティラワSEZの場合、ループ状配電でいく
つかのルートに分けて配電し、一部で停電が起
きても、停電箇所を切り離して配電できる方式
を採用しています。全体で停電したのは、22

4000人の仕事を支える
ジェネレーターが最重要
ーミンガラドン工業団地は、計画停電の影

響はありましたか

　レコードを見ると、5月に停電した回数は第
一工場が38回、第二工場が43回。第一工場は
月に150時間、第二工場は月に124時間、ジェ
ネレーターが稼働していました。月25日出勤
の10時間稼働で全250時間ですから、5割以
上が停電していたことになります。また、４
月には第二工場のジェネレーターを使いすぎ
たことで３回オーバーヒートしました。その
月は稼働できない時間がトータルで10時間、
つまり１日分くらいになっていたと思います。
ーメンテナンスのコストがかさみそうです

　ジェネレーターを250時間稼働させるたび

回のうちの3回で、残り19回は部分停電でした。
ー停電の原因を教えてください

　全体で停電した3回はナショナルグリッドか
ら送電が断たれたケースで、残りの19回のう
ち1回は落雷によるもの。18回はティラワSEZ
内の何らかのオペレーションの不具合により起
きたものです。これはご入居企業も含めた内部
の対策で撲滅できることだと考えており、その
ため工場への立ち入り検査などの対策を開始し
ています。
ー電力自体は足りていますね

　50MWのティラワガス火力発電所があるの
で、現状は問題ありません。ただし、将来的に
は足りなくなることは明らかなので、ティラワ
ガス火力発電所をガスコンバインドサイクル化
（ガス発電の排熱で汽力発電を行う複合発電）
することで、75MWにする計画があると聞い
ています。
ー停電してから復旧までの平均時間は

　ケースバイケースです。ティラワSEZ内の不
具合で発生した停電に対して、停電の原因箇所

に点検を行っています。やはり一番怖いのが、
ジェネレーターが使えないことなんです。電
気が止まったら仕事にならない。そうなると
さすがに生産量に影響が出てきてしまいます。
ジェネレーターがオーバーヒートしたとき、
ついには扇風機を持ち出して、氷を置き、冷
たい風を当てて冷やすということもしました。
ー事業は好調と聞きます。停電によって生

産量は変わらないですか

　弊社はミャンマーだけで全体の生産量の２
割を超えています。停電が起きようと生産計
画は変わりません。生産量の面では、ジェネ
レーターを稼働させれば問題ないという判断
です。
ージェネレーターのコストもかかりますね

　ディーゼルエンジンで、第一工場では５月
は軽油を2400ガロン（9084リットル）、第二
工場では6606ガロン（2万5010リットル）使用
しました。ただ、弊社は縫製業なので、仮に
機械が止まっても、復旧すればそこから縫い
始めることができるので資材に損失が出るわ

の特定が課題となっています。一つのループに
約20工場が接続しており、当社のスタッフが
一つ一つチェックしているため、時間がかかっ
てしまうわけです。特に休日や夜中は確認作業
に時間を要し、現在は早期の原因箇所特定に有
効な機器の導入などを検討しています。
ー今後の改善点はどうでしょうか

　電気設備はとてもデリケートなので、常日頃
の保守管理が非常に重要。ほこりや湿気で機器
が劣化して停電するケースや、電気施設に侵入
した小動物が感電して停電することもありま
す。ティラワSEZでは、18年２月に日本の
ODAで整備された電力供給システムから給電
を受けるようになり、電力品質が大きく改善し
ましたが、防げたケースもありますので、それ
らを撲滅すべく取り組んでいきます。

けではないです。ただ、機械は圧倒的に壊れ
やすくなり、電子基板の故障は多いです。精
密機械は電源を切るときに、ある程度のクー
ルダウンが必要なのですが、毎回毎回突じょ
切れますから故障しやすいのは当然。一度、
機械から火が出たこともありました。
ー機械の故障は非常に困りますね

　メンテナンス業者さんが「こんなに故障す
るのは、ミャンマー以外ではありえない」と
いうほどです。それでも日本製の自動裁断機
やミシンを導入しているので、他国の機械と
比べて圧倒的に故障率は低いです。だいたい
寿命が3倍ぐらいは異なるといわれています。
これだけよい機械を使用させてもらっている
ので、いかに生産性を向上させてロスを相殺
していくかが課題です。

製造業への影響は？
ティラワ経済特区

ミンガラドン工業団地
（入居企業＝Honeys）

Myanmar Japan Thilawa Development Limited (MJTD)
President & CEO

清水禎彦 Shimizu
Tomoyasu

▲4000人のスタッフが従事するハニーズ工場。快適な
仕事環境という観点からも電力は不可欠

▲ゾーンBも好調なティラワSEZ。現状、電力は足り
ているものの、停電がないわけではない

日本の官民が協力し、発展を続けるミャンマー最注目の製造業エリア。
トヨタのほか大手日系企業が数多く入居している

1998年、ミャンマーで初めての国際水準の工業団地として開業。
主に日系の縫製業のほか、王子製紙なども工場を稼働
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NLD政権に代わり
情報公開の機会は増加した
永杉　ミャンマージャポンは、ミャンマー
の情報を日本や諸外国へ伝え、日本の情
報をミャンマーに伝えることをミッショ
ンとしています。こうした業務を続ける
なかで、NLD政権以降、より多くの情報
が得られやすくなり、また情報を発信し
やすくなったと実感しております。そこ
で今回は、メディアとの関係が深いミャ
ンマー情報省のペー・ミン大臣にお話し
をうかがいます。まずは情報省の役割に
ついてお話しください。
ペー　大まかに言うと、「国や政府の情報
を積極的に発信すること」「国民の教育に
寄与すること」「娯楽を届けること」の３
つです。その中でも中心となるのが、国や
政府の取り組みを伝える業務。テレビなら
MRTV、政府系新聞のMyanmar Alin、The 
Mirror、英字新聞のGlobal New Light of 
Myanmar、オンラインメディアのMyanmar 
Digital News Online、さらに情報省のウェ

ブサイトなどを通じて、各省庁の施策や
国会での論議といったことを正確に伝え
ることに努めています。
永杉　民主化以降、この国の情報のあり
方はどのように変わったとお考えでしょ
うか。
ペー　メディアの自由度は以前よりも向上
したと思います。情報がオープンとなり、
多くのニュースを自由に記事として発表
できるようになりました。
永杉　一方で、ミャンマーはラカイン問
題で主にヨーロッパから一部誤解ともい
える見方をされているように思います。
私はこうした問題をもっと積極的に世界
へ向けて説明すべきではないかと考えま
す。大臣のお考えをお聞かせください。
ペー　ラカイン問題
については、我が国
として事実を常に開
示しています。もち
ろん、我々からの一
方的な情報だけではなく、国内外のメディ
アがラカイン州で取材できるようにサポー
トするのも大切。しかし、一部のグルー
プが政治的な意図を持ってこの問題を取
り上げ、恣意的な記事の書き方をしてい
るように感じます。他のメディアがこう
した記事をソースとしてしまい、同様の
記事が世界に広がってしまっている現状
に懸念を抱いてきました。しかし、我々
としては、各メディアにおいて記事がど
のように書かれるかというところまでコ
ントロールすることはできません。

情報の発信だけにとどまらず
国民との対話を重視する
永杉　ではこの記事もメディアコントロー
ルの対象外ですね（笑）。ところで、ソー
シャルメディアの爆発的な普及にともない、
フェイクニュースをはじめとしたさまざ
まな問題も起きていますが、ご意見をお
聞かせいただけますか。
ペー　プロのジャーナリストは多くの経験
を積み、取材をしたうえで正確な情報と
して記事を発表します。一方、ソーシャ
ルメディアは誰もが自由に発信できる利
点はありますが、エビデンスもなく書い
てしまうため、ときに問題のある内容を
拡散させる怖さがあります。
永杉　国としてソーシャルメディアの規
制をする動きはあるのでしょうか。
ペー　それはありません。もちろん、名誉
毀損などが起これば、被害者が裁判に訴

えるなど個別の対応はあるでしょうが、
それは正式な司法手続きにのっとったも
のです。国として発言を規制するという
動きは、現時点では一切ありません。
永杉　今後、情報省は国民とどのように
向き合っていくことになるのでしょうか。
大臣のビジョンを聞かせてください。
ペー　メディアを通じて国の施策などを国
民に伝える業務はこれからも行っていき
ますが、その一方で力を入れているのが、
Information & Public Relation Department
という組織です。ここはかつて図書館を
中心とした業務のみでしたが、現在はコ
ミュニティセンターとして役割も加わり
ました。定期的に公開討論などが行われ、
アウン・サン・スー・チー国家顧問と国

民との直接対話はすでに数百回も行われ
ています。ほかにも地方の村などから代
表者が参加して議論し、政府に陳情でき
るシステムも整えています。つまり、よ
り双方向的な国と国民のあり方を模索し
ているのです。
　また、国際組織と協力し、ネットリテ
ラシーを高めるトレーニングも行ってい
ます。これは2020年に予定されている選
挙を見据え、より自由で公正な選挙とな
るよう、国民にソーシャルメディアなど
との向き合い方を考えてもらうことを目
的とするものです。具体的にはフェイク
ニュースのメカニズムや、ヘイトスピー
チの愚かさなどを考えてもらい、どのよ
うに防ぐかを理解してもらう取り組みと
なっています。

日緬合作の映画は戦前にも
日本との文化交流を望む
永杉　最後に日本とミャンマー両国につ

いてお聞きします。古くから関係の深い
両国ですが、大臣としては今後どのよう
なつながりが望ましいとお考えでしょうか。
ペー　日本はミャンマーの発展に対して多
くのサポートをしてくれています。まず
はそれに対して感謝を申し上げたいと思
います。メディアに関連すると、テレビ
局MRTVへの支援が挙げられます。ヤン

ゴンにあるスタジオ
は老朽化が進んで使
用できない状況だっ
た の で す が、 現 在
JICAの 支 援 に よ り

改修が進められています。
　また、情報省はミャンマーの映画産業
発展に向けた取り組みを行っていて、日
本への視察なども関係各所と相談をして
います。ミャンマーと日本は第二次世界
大戦以前、日本の女優さんが出演する

『Japan Yin Thwe』という作品を制作し
ました。その後も日本と協力して作られ
た映画は何本かありますが、再びこうし
た動きを盛り上げていきたいですね。ミャ
ンマー人は日本の製品や文化、映画が大
好きですので。
永杉　実は私どもも今年の8月から、ミャ
ンマー初の本格的なTV・ネットショッピ
ングをスタートさせます。ミャンマーの
方々に日本ブランドの製品をご紹介し、
確実にお届けしていきたいと考えており
ます。両国で映画やテレビ番組の共同制
作など、文化面での結びつきがこれまで
以上に深まることを期待しております。
本日はお忙しい中ありがとうございました。

ミャンマー・日本・バンコクで発行するビジネス情報誌「MJ 
Business」、英語・緬語ビジネス情報誌「MJ + plus」の発行人。
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。日本ブランドの展示・販売プ
ロジェクト「The JAPAN BRAND」主宰者。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、ヤンゴン和僑会会長、UMFCCI（ミャンマー
商工会議所連盟）、ヤンゴンロータリークラブ所属。
info@myanmarjapon.com

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO    

Nagasugi Yutaka

民政移管後に向上した報道の自由度
今後は国民との対話をより重視する

第 回74
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。

ペー・ミン永杉豊
ミャンマー連邦共和国 情報省大臣MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

テレビ、新聞、映画などに幅広い影響力を持つ省庁
【今回のテーマ】

1949年、サンドウェー生まれ。75年にヤンゴン第一医
科大学卒業。医師として10年のキャリアを有するほか、
作家として著名でフィクション・ノンフィクションともに
多数の作品を執筆。また、People’s Age Journalおよ
びSarpay Journalの編集者として活躍し、Myanmar 
Press Councilの副会長も務める。2016年より現職。

ペー・ミン

Union Minister of Information

Dr. Pe Myint
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NLD政権に代わり
情報公開の機会は増加した
永杉　ミャンマージャポンは、ミャンマー
の情報を日本や諸外国へ伝え、日本の情
報をミャンマーに伝えることをミッショ
ンとしています。こうした業務を続ける
なかで、NLD政権以降、より多くの情報
が得られやすくなり、また情報を発信し
やすくなったと実感しております。そこ
で今回は、メディアとの関係が深いミャ
ンマー情報省のペー・ミン大臣にお話し
をうかがいます。まずは情報省の役割に
ついてお話しください。
ペー　大まかに言うと、「国や政府の情報
を積極的に発信すること」「国民の教育に
寄与すること」「娯楽を届けること」の３
つです。その中でも中心となるのが、国や
政府の取り組みを伝える業務。テレビなら
MRTV、政府系新聞のMyanmar Alin、The 
Mirror、英字新聞のGlobal New Light of 
Myanmar、オンラインメディアのMyanmar 
Digital News Online、さらに情報省のウェ

ブサイトなどを通じて、各省庁の施策や
国会での論議といったことを正確に伝え
ることに努めています。
永杉　民主化以降、この国の情報のあり
方はどのように変わったとお考えでしょ
うか。
ペー　メディアの自由度は以前よりも向上
したと思います。情報がオープンとなり、
多くのニュースを自由に記事として発表
できるようになりました。
永杉　一方で、ミャンマーはラカイン問
題で主にヨーロッパから一部誤解ともい
える見方をされているように思います。
私はこうした問題をもっと積極的に世界
へ向けて説明すべきではないかと考えま
す。大臣のお考えをお聞かせください。
ペー　ラカイン問題
については、我が国
として事実を常に開
示しています。もち
ろん、我々からの一
方的な情報だけではなく、国内外のメディ
アがラカイン州で取材できるようにサポー
トするのも大切。しかし、一部のグルー
プが政治的な意図を持ってこの問題を取
り上げ、恣意的な記事の書き方をしてい
るように感じます。他のメディアがこう
した記事をソースとしてしまい、同様の
記事が世界に広がってしまっている現状
に懸念を抱いてきました。しかし、我々
としては、各メディアにおいて記事がど
のように書かれるかというところまでコ
ントロールすることはできません。

情報の発信だけにとどまらず
国民との対話を重視する
永杉　ではこの記事もメディアコントロー
ルの対象外ですね（笑）。ところで、ソー
シャルメディアの爆発的な普及にともない、
フェイクニュースをはじめとしたさまざ
まな問題も起きていますが、ご意見をお
聞かせいただけますか。
ペー　プロのジャーナリストは多くの経験
を積み、取材をしたうえで正確な情報と
して記事を発表します。一方、ソーシャ
ルメディアは誰もが自由に発信できる利
点はありますが、エビデンスもなく書い
てしまうため、ときに問題のある内容を
拡散させる怖さがあります。
永杉　国としてソーシャルメディアの規
制をする動きはあるのでしょうか。
ペー　それはありません。もちろん、名誉
毀損などが起これば、被害者が裁判に訴

えるなど個別の対応はあるでしょうが、
それは正式な司法手続きにのっとったも
のです。国として発言を規制するという
動きは、現時点では一切ありません。
永杉　今後、情報省は国民とどのように
向き合っていくことになるのでしょうか。
大臣のビジョンを聞かせてください。
ペー　メディアを通じて国の施策などを国
民に伝える業務はこれからも行っていき
ますが、その一方で力を入れているのが、
Information & Public Relation Department
という組織です。ここはかつて図書館を
中心とした業務のみでしたが、現在はコ
ミュニティセンターとして役割も加わり
ました。定期的に公開討論などが行われ、
アウン・サン・スー・チー国家顧問と国

民との直接対話はすでに数百回も行われ
ています。ほかにも地方の村などから代
表者が参加して議論し、政府に陳情でき
るシステムも整えています。つまり、よ
り双方向的な国と国民のあり方を模索し
ているのです。
　また、国際組織と協力し、ネットリテ
ラシーを高めるトレーニングも行ってい
ます。これは2020年に予定されている選
挙を見据え、より自由で公正な選挙とな
るよう、国民にソーシャルメディアなど
との向き合い方を考えてもらうことを目
的とするものです。具体的にはフェイク
ニュースのメカニズムや、ヘイトスピー
チの愚かさなどを考えてもらい、どのよ
うに防ぐかを理解してもらう取り組みと
なっています。

日緬合作の映画は戦前にも
日本との文化交流を望む
永杉　最後に日本とミャンマー両国につ

いてお聞きします。古くから関係の深い
両国ですが、大臣としては今後どのよう
なつながりが望ましいとお考えでしょうか。
ペー　日本はミャンマーの発展に対して多
くのサポートをしてくれています。まず
はそれに対して感謝を申し上げたいと思
います。メディアに関連すると、テレビ
局MRTVへの支援が挙げられます。ヤン

ゴンにあるスタジオ
は老朽化が進んで使
用できない状況だっ
た の で す が、 現 在
JICAの 支 援 に よ り

改修が進められています。
　また、情報省はミャンマーの映画産業
発展に向けた取り組みを行っていて、日
本への視察なども関係各所と相談をして
います。ミャンマーと日本は第二次世界
大戦以前、日本の女優さんが出演する

『Japan Yin Thwe』という作品を制作し
ました。その後も日本と協力して作られ
た映画は何本かありますが、再びこうし
た動きを盛り上げていきたいですね。ミャ
ンマー人は日本の製品や文化、映画が大
好きですので。
永杉　実は私どもも今年の8月から、ミャ
ンマー初の本格的なTV・ネットショッピ
ングをスタートさせます。ミャンマーの
方々に日本ブランドの製品をご紹介し、
確実にお届けしていきたいと考えており
ます。両国で映画やテレビ番組の共同制
作など、文化面での結びつきがこれまで
以上に深まることを期待しております。
本日はお忙しい中ありがとうございました。

ミャンマー・日本・バンコクで発行するビジネス情報誌「MJ 
Business」、英語・緬語ビジネス情報誌「MJ + plus」の発行人。
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。日本ブランドの展示・販売プ
ロジェクト「The JAPAN BRAND」主宰者。一般社団法人日本
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スーパーホテル・ヤンゴン・ガバエロード スーパーホテル・ティラワ

Natural, Organic, Smart

Contact

宿泊予約はこちらから
宿泊予約はこちらから

旅やビジネスの疲れを癒す露天風呂付きの大浴場。
朝食は、脂がのっているサバ定食や、納豆定食もお召し
上がり頂けます。ヤンゴンの中心地から車で約 20 分、
美しいインヤー湖を望む静かな場所に御座います。

2019 年 3月 16 日オープン。
日系工業団地内にビジネスの疲れを癒す男女別大浴場、
和食レストラン完備のホテル。
長期滞在向けのミニキッチン付き部屋もご用意。

日本語 / TEL : +95-9797-20-9000  MAIL : gm@superhotel.com.mm
English (Myanmar) / +95-9797-10-9000  MAIL : sales02@superhotel.com.mm

無料試泊体験の申し込みと宿泊のお問合せは  
09-797-20-9000（内線 1番）  まで















サービスパートメント、コンドミニアム等の住居、
オフィス、ショールーム、店舗、飲食店、工業用土地、
ネピドー、マンダレーなどの地方物件も対応可能

ご入居から退去まで安心のサポート
私達が対応させて頂きます！

お問い合わせ:  

+95-(0)92-5419-1170（内山まで）
E-Mail : sales.mm@ishikawashoji.com 

ヤンゴンの暮らしを叶える不動産屋

No.477, 3rd Floor, Aye yelk thar(2) Street.
New University Avenue, Bahan T/S, Yangon







+95-9-4253-25853 斉藤













ミャンマー最大の４２m
作業高のブームリフトを保有
公道を走るトラック式タイプか
らメンテナンス用リフトまで幅
広いラインナップ

ミャンマー最大の４２m
作業高のブームリフトを保有
公道を走るトラック式タイプか
らメンテナンス用リフトまで幅
広いラインナップ

■機械の総合レンタル・修理・メンテナンス
■重量物運搬・据付
■モバイルハウス、ワークショップ設置組立業務
■在籍オペレーター１００名以上
■ティラワ、ヤンゴン、バゴーの拠点網

CHINA

INDIA

LAOS

THAILAND

MYANMAR

Yangon

Bago

Thilawa
小型機材から大型機材まで１００
種類以上の機材を保有特殊広報
機材等、他では無い機材を多数保
有

小型機材から大型機材まで１００
種類以上の機材を保有特殊広報
機材等、他では無い機材を多数保
有

物流会社様からの多数の実績
大型トラック保有台数 20台
重量物の運搬から設置まで拠
点網とネットワークでミャン
マーを駆け抜けます !

物流会社様からの多数の実績
大型トラック保有台数 20台
重量物の運搬から設置まで拠
点網とネットワークでミャン
マーを駆け抜けます !

Thilawa Branch　Phone:+95 9458688804
Block No.153, Thilawa Industrial Zone, Yangon

Yangon Branch　Phone:+95 9786379510
No.181-A, Land No.532/B, Maharbandoola Street, Mingalardon, Yangon

Myawaddy BranchMyawaddy Branch

Japanese Staff
Local Staff
Japanese Staff
Local Staff

　    
Phone:+95 9428900727

No.1287(N.9/4)Thingan Nyi Naung、Asia Main Road, Kayin State, Myawaddy

Bago Branch　    Phone:+95 9448838961
No.17,5 Quarter, Myo shaung Street, Bago myohit, Bago

 : 
May Zon Htut　Phone:+95 9452124508

Phone:+95       9255481523高尾

















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8年目税務•会計•労務支援

日本人税理士及び日本語の出来るスタッフ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 · 登記関連業務・各種ライセンス取得）
駐在員ビザ申請業務（Stay Permit & Multiple Visa, FRC）





ミャンマーで愛されて24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

EXVISION Myanmar Co.,Ltd. お問合せ先（担当：末光・牧原）

所在地：Room 3D 459B New University Avenue Road 

シスコ社プレミアムパートナー
日本人 CCIE 技術者在籍
シスコ社プレミアムパートナー
日本人 CCIE 技術者在籍

・ITに関しての問題の対応致します。
・お試しとして２回まで無償でご利用いただけます。

+95 92 6098 0254 info .asia

ミャンマー進出企業の
ITインフラをフルサポート
ミャンマー進出企業の
ITインフラをフルサポート
ミャンマー進出企業の
ITインフラをフルサポート
ミャンマー進出企業の
ITインフラをフルサポート

メンテナンスサポート
無料お試しキャンペーン開始
メンテナンスサポート

無料お試しキャンペーン開始
メンテナンスサポート

無料お試しキャンペーン開始





No.887, Kyoung Street, Sawbwa Gyi Gone, 
Insein Township, Myanmar.

Email : tenmilehotelygn@gmail.com
             sawwisdom4@gmail.com
Web  : www.tenmilehotel.com.mm
Tel     : +95-1-9640367, 9640368, 9640369
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