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日本人学校のすぐ横、緑に囲まれた小さな

入り口の先には別世界が広がっているの

をご存知でしたか？　ここは世界各地で

ホテル、クルーズ、豪華列車などを運営す

る『Belmond 』が 手 が け る『Belmond 

Governor s̓ Residence』。エントランスか

ら建物内へ向かう橋の両側に広がるのは、

息を呑むほどに美しいプールや蓮池、そし

てトロピカルガーデン。建物は 1920 年代

に建てられたカヤー州知事（Governor）の

邸宅をリノベートしたもの。豪華さと気品

が見事に融合したコロニアル様式建築で、

至高の時間を過ごせます。もっとゆったり

楽しみたい方のためにステイケーション

プランもご用意。ヤンゴンのハイクラスホ

テルやファインダイニングでリセットし

てみませんか？　いつもの道を抜けた先

に非日常が待っています。

Contact us at info.tgr@belmond.com or 

01 230 2092 for detail information

35 Taw Win Road, Dagon Township, Yangon.
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広告関連ビジネスを
ワンストップサービスで
永杉　本日は、広告関連企業として大規
模なビジネスを展開しているMilky Way 
Group of Companiesの会長、ミョー・ト
ウさんにお話をうかがいます。早速ですが、
設立の経緯と現在のビジネス展開につい
て教えてください。
ミョー　2003年に屋外広告を専門に請け
負 うMilky Way Co., Ltd.を 設 立 し ま し
た。そこで各企業と取引しているなかで、
広告単体だけでなく、マーケティングサー
ビスやプロダクション業務など、広告と
関連するさまざまなニーズがあることが
わかりました。そこで、顧客ニーズを一
つ一つ事業化していき、2013年にグルー
プ化。現在、広告関連では8つの事業を展
開しており、そのほかにも旅行会社やアー
トギャラリーなどの運営も行っています。
永杉　広告関連分野ではどのようなビジ
ネスを行っているのでしょうか。
ミョー　まず、創業時のビジネスである

屋 外 広 告 を 扱 う「Milky Way Outdoor 
Advertising」があります。巨大看板広告
に関しては国内120ヵ所を所有しています
が、それ以外にも車のラッピング広告や
バス停などで掲示される広告、ビル広告
など、屋外で目にするあらゆる種類の広
告を手がけています。今後は床面広告な
ど、ミャンマーではまだ少ないジャンル
の屋外広告も展開していきたいと考えて
います。
　そして、デジタル広告を扱う「Milky 
Way Digital Advertising」も拡大を続け
ています。また、企業のロゴ制作やブラ
ンディングなど幅広い業務を行う「Milky 
Way Marketing Service」、自社媒体とし
て自動車関連オンラインメディアなどを
有する「Milky Way Media」、CM制作な
どを手がける「Milky Way Production」、
イベント関連事業の「Milky Way Event 
Management」、 映 画 事 業 な ど を 行 う

「Milky Way Entertainment」、さらに出
版を行う「Milky Way Publishing」の８
つで構成しています。

ニーズの吸い上げにより
事業範囲が急激に拡大
永杉　屋外広告、デ
ジタル広告、イベン
ト、映像、紙媒体な
ど広告に関するあら
ゆ る 要 素 を ワ ン ス
トップで受注できる仕組みですね。ミャ
ンマーには同様の企業は存在するのでしょ
うか。
ミョー　一社でここまで幅広いジャンルを
網羅している企業はありません。また、
当社はすべてを内製できることも強みで
す。例えば映像ですと、撮影スタジオを
有しているほか、撮影クルーやアニメの
制作チームもすべて自社内に存在します。
出版事業でも、編集・印刷・流通まです
べて自社で行うシステムを整えているの
です。
永杉　創業からわずか16年でそこまでの
規模に成長したのは驚きです。秘訣はど
こにあると考えますか。
ミョー　まずは顧客とWin-Winの関係を
目指すこと、そして顧客の声に丁寧に耳
を傾けたことが成功につながったと思い
ます。短期間で会社が成長できたのは顧
客ニーズを分析し、必要なサービスを提
供できる体制を整えた結果。顧客に寄り
添う姿勢が信頼を生み、どのクライアン

トとも長いお付き合いをさせていただい
ています。
　経営面ですと、1・3・5年ごとの事業計
画を明確にし、折に触れて正しく実行さ
れているかをチェックしています。こう
した長期計画を基に毎月、毎週、毎日の
計画を立てる方法で会社経営を続けてい
ます。
永杉　会社の将来的なビジョンを教えて
ください。
ミョー　広告に関わるあらゆる案件をワン
ストップで利用できるシステムをブラッ
シュアップしていきたいと考えます。そ
してもちろん、技術や品質の向上を追求
するのは会社の将来のために不可欠であ
り、最新の技術やアイデアを常に吸収し
続ける集団であることが求められます。
　GDP成長率とインフレ率
バランスの修正が急がれる
永杉　ミャンマー経済についてお聞きし
ます。近年、インフレや所得格差などの
問題が顕在化してきています。これらの
問題についてどのようにお考えですか。
ミョー　IMFや世界銀行のレポートなどを
見ても、ミャンマー経済は成長のポテンシャ

ルはあるものの、楽観できる状態ではあ
りません。現時点ではGDP成長率とイン
フレ率のバランスが悪く、国民の大多数
は物価高や税金などに苦しんでいる現状
があります。これはできるかぎり迅速に
是正しなければならないでしょう。改善
のためには、国による正しい政策が欠か
せません。経済・財政・金融政策の3本柱
をバランスよく行い、官民一体となって
ミャンマーの発展を推進していく必要が
あります。

永杉　まさにご指摘の通りだと思います。
ところで最後に日本のことをお聞きしま
す。両国は歴史的に大変深い縁がありま
す。将来両国はどのようになっていくと
お考えですか。
ミョー　1954年の平和条約締結から数え
ると、今年で65年の関係になりますね。
もちろん、それ以前からも続く両国の関
係は、近年ますます強くなっているよう
に感じますし、日本に住むミャンマー人も、
ミャンマーに住む日本人も増えています。
日本との貿易や日本からミャンマーへの
投資も堅調です。また、ビジネス以外で
も文化、教育、医学、技術交換、人道支

援など、両国は各方
面で深く結びついて
います。
　現在、ラカイン問
題などでヨーロッパ

からの投資が滞ることもありますが、日
本は常に冷静に交流を続けてくれていま
す。今後も日本はミャンマーにとって、
かけがえのないパートナーであることは
変わらないでしょう。
永杉　Milky Wayの広告は私もさまざま
な場所で目にします。デジタルへの移行
など変化の激しい時代でも順調に成長を
続けている御社には今後も期待したいと
思います。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

屋外広告から大規模グループ企業へ
創業16年で国内トップへと成長

第 回75
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。

ミョー・トウ永杉豊
Milky Way Group of Companies 会長MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

ミャンマー最大規模の広告関連企業
【今回のテーマ】

ヤンゴン生まれ。イギリスのノーサンプトン大学などで学び、
Strategic Business AnalysisやBusiness Administration
の修士号を得たほか、オーストラリアのSAE Instituteでも
マルチメディアの研究を進める。2003年にMilky Way Co., 
Ltd.を設立。広告関連を中心に事業を拡大させ、13年に
Milky Way Group of Companiesとしてグループ化。

ミョー・トゥ

Milky Way Group of Companies 会長

Mr. Myo Thaw



1514 Sep  2019Sep  2019

広告関連ビジネスを
ワンストップサービスで
永杉　本日は、広告関連企業として大規
模なビジネスを展開しているMilky Way 
Group of Companiesの会長、ミョー・ト
ウさんにお話をうかがいます。早速ですが、
設立の経緯と現在のビジネス展開につい
て教えてください。
ミョー　2003年に屋外広告を専門に請け
負 うMilky Way Co., Ltd.を 設 立 し ま し
た。そこで各企業と取引しているなかで、
広告単体だけでなく、マーケティングサー
ビスやプロダクション業務など、広告と
関連するさまざまなニーズがあることが
わかりました。そこで、顧客ニーズを一
つ一つ事業化していき、2013年にグルー
プ化。現在、広告関連では8つの事業を展
開しており、そのほかにも旅行会社やアー
トギャラリーなどの運営も行っています。
永杉　広告関連分野ではどのようなビジ
ネスを行っているのでしょうか。
ミョー　まず、創業時のビジネスである

屋 外 広 告 を 扱 う「Milky Way Outdoor 
Advertising」があります。巨大看板広告
に関しては国内120ヵ所を所有しています
が、それ以外にも車のラッピング広告や
バス停などで掲示される広告、ビル広告
など、屋外で目にするあらゆる種類の広
告を手がけています。今後は床面広告な
ど、ミャンマーではまだ少ないジャンル
の屋外広告も展開していきたいと考えて
います。
　そして、デジタル広告を扱う「Milky 
Way Digital Advertising」も拡大を続け
ています。また、企業のロゴ制作やブラ
ンディングなど幅広い業務を行う「Milky 
Way Marketing Service」、自社媒体とし
て自動車関連オンラインメディアなどを
有する「Milky Way Media」、CM制作な
どを手がける「Milky Way Production」、
イベント関連事業の「Milky Way Event 
Management」、 映 画 事 業 な ど を 行 う

「Milky Way Entertainment」、さらに出
版を行う「Milky Way Publishing」の８
つで構成しています。

ニーズの吸い上げにより
事業範囲が急激に拡大
永杉　屋外広告、デ
ジタル広告、イベン
ト、映像、紙媒体な
ど広告に関するあら
ゆ る 要 素 を ワ ン ス
トップで受注できる仕組みですね。ミャ
ンマーには同様の企業は存在するのでしょ
うか。
ミョー　一社でここまで幅広いジャンルを
網羅している企業はありません。また、
当社はすべてを内製できることも強みで
す。例えば映像ですと、撮影スタジオを
有しているほか、撮影クルーやアニメの
制作チームもすべて自社内に存在します。
出版事業でも、編集・印刷・流通まです
べて自社で行うシステムを整えているの
です。
永杉　創業からわずか16年でそこまでの
規模に成長したのは驚きです。秘訣はど
こにあると考えますか。
ミョー　まずは顧客とWin-Winの関係を
目指すこと、そして顧客の声に丁寧に耳
を傾けたことが成功につながったと思い
ます。短期間で会社が成長できたのは顧
客ニーズを分析し、必要なサービスを提
供できる体制を整えた結果。顧客に寄り
添う姿勢が信頼を生み、どのクライアン

トとも長いお付き合いをさせていただい
ています。
　経営面ですと、1・3・5年ごとの事業計
画を明確にし、折に触れて正しく実行さ
れているかをチェックしています。こう
した長期計画を基に毎月、毎週、毎日の
計画を立てる方法で会社経営を続けてい
ます。
永杉　会社の将来的なビジョンを教えて
ください。
ミョー　広告に関わるあらゆる案件をワン
ストップで利用できるシステムをブラッ
シュアップしていきたいと考えます。そ
してもちろん、技術や品質の向上を追求
するのは会社の将来のために不可欠であ
り、最新の技術やアイデアを常に吸収し
続ける集団であることが求められます。
　GDP成長率とインフレ率
バランスの修正が急がれる
永杉　ミャンマー経済についてお聞きし
ます。近年、インフレや所得格差などの
問題が顕在化してきています。これらの
問題についてどのようにお考えですか。
ミョー　IMFや世界銀行のレポートなどを
見ても、ミャンマー経済は成長のポテンシャ

ルはあるものの、楽観できる状態ではあ
りません。現時点ではGDP成長率とイン
フレ率のバランスが悪く、国民の大多数
は物価高や税金などに苦しんでいる現状
があります。これはできるかぎり迅速に
是正しなければならないでしょう。改善
のためには、国による正しい政策が欠か
せません。経済・財政・金融政策の3本柱
をバランスよく行い、官民一体となって
ミャンマーの発展を推進していく必要が
あります。

永杉　まさにご指摘の通りだと思います。
ところで最後に日本のことをお聞きしま
す。両国は歴史的に大変深い縁がありま
す。将来両国はどのようになっていくと
お考えですか。
ミョー　1954年の平和条約締結から数え
ると、今年で65年の関係になりますね。
もちろん、それ以前からも続く両国の関
係は、近年ますます強くなっているよう
に感じますし、日本に住むミャンマー人も、
ミャンマーに住む日本人も増えています。
日本との貿易や日本からミャンマーへの
投資も堅調です。また、ビジネス以外で
も文化、教育、医学、技術交換、人道支

援など、両国は各方
面で深く結びついて
います。
　現在、ラカイン問
題などでヨーロッパ

からの投資が滞ることもありますが、日
本は常に冷静に交流を続けてくれていま
す。今後も日本はミャンマーにとって、
かけがえのないパートナーであることは
変わらないでしょう。
永杉　Milky Wayの広告は私もさまざま
な場所で目にします。デジタルへの移行
など変化の激しい時代でも順調に成長を
続けている御社には今後も期待したいと
思います。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

屋外広告から大規模グループ企業へ
創業16年で国内トップへと成長

第 回75
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。

ミョー・トウ永杉豊
Milky Way Group of Companies 会長MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

ミャンマー最大規模の広告関連企業
【今回のテーマ】

ヤンゴン生まれ。イギリスのノーサンプトン大学などで学び、
Strategic Business AnalysisやBusiness Administration
の修士号を得たほか、オーストラリアのSAE Instituteでも
マルチメディアの研究を進める。2003年にMilky Way Co., 
Ltd.を設立。広告関連を中心に事業を拡大させ、13年に
Milky Way Group of Companiesとしてグループ化。

ミョー・トゥ

Milky Way Group of Companies 会長

Mr. Myo Thaw











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



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















+95-9-4253-25853 斉藤













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「お金」といえば
チャットですが…

　中央銀行法では、現地通貨の通貨単位は
チャット（Kyat）とし、その記号を「K」とす

るとしています。そして、同法は、中央銀

行は紙幣及び硬貨を発行する権限を独占

し、中央銀行が発行する紙幣及び硬貨は、

ミャンマー国内での法定通貨とするとして

います。

　普段は目にすることはありませんが、同

法では、チャットの 100 分の 1 の単位を

ピャ（Pya）とし、その記号を「P」とすると

しています。

　ミャンマーで過去に発行された紙幣、コ

インについては以下のミャンマー中央銀行

のサイトで見ることができます。

www.cbm.gov.mm/content/series-bank-notes-and-coins

（ウェブサイトで公開されているMJビジ

ネスの PDF 版では、クリックすればサイ

トにアクセスできます）

ミャンマーにおける仮想通貨の取り扱い
中央銀行のアナウンスメント

　ミャンマーにおける仮想通貨の取扱いに

ついては、中央銀行が、2019 年 5月 3日に

アナウンスメントを発表しており、以下の

内容を述べています。

・ビットコイン、ライトコイン、イー
サリアム、パーフェクトマネーといっ
たデジタル通貨が facebook アカ
ウント、またはウェブサイトで、個人
使用やサービス提供の目的で、販売、
購入、交換されている実態がある。

・中央銀行は、デジタル通貨（暗号
通貨を含む）を法定通貨として認
めていない。また、金融機関に対
して、デジタル通貨の販売、購入、
交換することを許容していない。

・そのため中央銀行は、対面、オ
ンラインでのデジタル通貨（暗号
通貨を含む）の販売、購入、交換
は、消費者に対してリスクを生じ
させるものであることを公衆に対
して通知し、警告するものである。

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  yangon@tmi.gr.jp
弁護士約 420 名、弁理士約 80 名を擁する日本の五大法律事務
所の一つ。ミャンマーには、日本の法律事務所として最初に進
出し、2012 年にヤンゴンオフィスを開設。

現在では使わ
れなくなった
ミャンマーの
コイン。コイ
ン の 種 類 は、
中央銀行のサ
イトで見るこ
とができます

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 !!

ミャンマーにおける「お金」の法律第39回

なるほど！

ミャンマー中央銀行
2019年５月３日アナウンスメント
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ミャンマー・ベトナムで
1000社を超える実績 !

を開設いたしました !!

ミャンマー初!

アカウント
登録カンタン!!

おすすめミャンマー人求職者を
定期的に紹介する

G.A. Consultants Myanmar Co., Ltd.
    阿部　   +95-9-2607-04955　   abe@ga-asia.com
309, 3rd Floor, La Pyayt Wun Plaza, No. 37, Alan Pya 
Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
JobBank Myanmar  http://www.jobbank.com.mm担当 : 阿部



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

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

















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
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