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Information:

Serviced 
Apartments

・月/1,000ドルからスタート[48平米]
・ヤンゴン国際空港から車で15分
・ダウンタウンから車で20分
・Lotteホテル＆Marketplaceへ徒歩
圏内距離
・新築で家具付き
・PUN HLAINGゴルフ場まで20分
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入国管理電子化が転機
入札のため会社を設立
永杉　本日は、ITや印刷関連など多数の
企業を経営するテュレイン・トゥンさん
にお話をうかがいます。今回はトゥンさ
んが手がける企業のなかから、システム
インテグレーターであるTrust Link社に
フォーカスしたいと思います。まずは会
社設立のきっかけからお話しください。
トゥン　正式に設立したのは2010年のこ
とですが、活動自体は05年から開始して
いました。当時ミャンマーでは入国管理
がアナログで行われており、近い将来電
子化されることは明白でした。そこで私
と当社ダイレクターであるグウェ・トゥ
ンで入国管理システムの国際規格を学び
開発に着手、およそ８ヵ月で満足のゆく
ものが完成し、内務省にプレゼンに行っ
たのです。しかし、結果は不採用。当時
の内務省は電子化を推進したいという思
惑はあったものの、国のセキュリティを
民間企業に任せるわけにはいかないとい

う判断に至ったのです。
　我々はいつかチャンスが巡ってくるこ
とを見据えて技術に磨きをかけ、2010年
に当時の政府が入国管理システムの電子
化に着手し入札を行うことになりました。
そのタイミングで正式にTrust Linkを設
立したのが経緯です。
永杉　５年にもおよぶ我慢がようやく実
を結ぶことになったわけですね。
トゥン　そうですね。その入札に含まれて
いたのは、国内におけるパスポート発給
システム、在外大使館におけるパスポー
トとビザの発給システム、そして空港の
入国管理システムの３つ。我々はそれら
を受注しました。我々がプログラミング
する形でプロジェクトが進行し、パスポー
トとビザの印刷機、そしてパスポートスキャ
ナーのハードウェアは外国から購入し、
すべて問題なくサービス開始に至りました。
永杉　行動力も尊敬します
が、技術も素晴らしいです
ね。プログラミングはどこ
で学んだのでしょうか。
トゥン　私もグウェ・トゥ
ンもミャンマー国内で学びました。決し
て特別なことではなく、技術としては通
常のプログラミング技術です。ただ、入
国管理システムは国際的な基準に則って
開発する必要があるため、それを自分た
ちで調べ、プログラムに反映させたのです。

銀行システム開発にも参入
Unicode対応も問題なし
永杉　国内で学んだ人材が、入国管理と
いう重要なシステムを開発するのは本当
に素晴らしい。ミャンマーの誇りと言え
ると思います。Trust Linkはほかにはど
のような事業を行っているのでしょうか。
トゥン　その後、IDカード関連の事業を行
いました。プラスチックカード内蔵のチッ
プやバーコードに関連する技術を研究し、
政府関連のIDカードプロジェクトに参画。
こうした事業と同時に狙っていたのが銀
行のシステム開発です。
　当時はアメリカによる経済制裁のさな
かでしたが、それが解除された後には
ATMや銀行システムの分野で外国企業が
積極的に進出してくるだろうという見込
みがありました。そこで、我々は制裁中
から各所に働きかけ、外国企業が参入し
てきたときに我々がミャンマー側エージェ
ントになれるよう努力していました。
　制裁解除後、予測通り外国企業が参入。

我々は外国企業と銀行を結びつけ、導入
に向けた技術的な話し合いを三者でスター
トさせました。その結果、ヤンゴン、ネ
ピドー、マンダレー、タウンジーなどに
ある多くの銀行が、我々のシステムを導
入することとなったのです。入国管理な
ど政府関連プロジェクトと、銀行システ
ム関連。これが現時点での我々の二本柱
と言えるでしょう。
永杉　これまでミャンマー国内では一般
的にZawgyiという独自のフォントが使用
されてきましたが、これは世界標準規格
であるUnicodeに準拠していないため、
文字化けなどさまざまな問題が指摘され
ていました。そのため、今年の10月1日
から政府が先導し、一斉にUnicode規格
のフォントに変えるというトピックがあ
りました。システム開発上、これに関す
る影響はありますか。

トゥン　我々はデータベースシステム開発
ですから影響はありません。約10年前の
業務である入国管理システムもUnicode
で開発しています。そもそも、当社ダイ
レクターのグウェ・トゥンはUnicode規
格に準じたミャンマー語フォントの開発
プロジェクトメンバーです。我々は以前
からUnicodeの重要性を訴え続けていた
のです。

印刷やITを結び
新たな事業創造を目指す
永杉　入国管理、銀行システム、そして
Unicodeと、常に時代の先取りをされて
いるのですね。そんなトゥンさんが思い
描く今後のビジョンを教えてください。
トゥン　Trust Linkはこれまでの仕事を通
じ、生体認証システムなども含む本人確

認に関する多くのノウハウを得てきまし
た。私はこの会社以外にも、印刷関連企
業を20年、IT関連企業を14年間経営して
きています。今後は、それぞれで得た経
験をかけ合わせて、新たなビジネスの創

造をしていきたいですね。
永杉　最後に日本について
お聞きします。両国はこれ
まで歴史的に長く深い関係
を有しています。今後、２

国間の関係はどのようになるとお考えで
すか。
トゥン　当社は現時点でも、凸版印刷や
NEC、大日本印刷などとビジネスをして
います。現在、ミャンマー政府は日本か
らの投資拡大に向けた動きを活発化させ
ており、今後も両国のつながりはより深
まっていくことでしょう。当社としても、
より多くの日系企業と連携できるように
準備を進めています。
永杉　現在、高いスキルを持つIT人材は
世界的に不足している傾向があります。
個人的には、御社のような優れたIT企業
にミャンマー人技術者の人材育成をして
いただき、日本企業に紹介できるように
なれば、より両国発展の礎になるのでは
ないかと考えております。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

政権交代、経済制裁解除など
時流を見極めビジネスを軌道に

第 回78
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。

テュレイン・トゥン永杉豊
Trust Link Company Limited　マネージングダイレクターMYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

入国管理システムも手がけるシステムインテグレーター
【今回のテーマ】

1973年生まれ。ヤンゴン工科大学で電子工学を学ぶ。
1999年からCGデザインや印刷を行うStars Empire社
のマネージングダイレクター。2010年にミャンマーの入
国管理システムなどを手がけるTrust Link社設立。他に
も印刷、IT関連を中心に多数の企業の経営に携わる。ミャ
ンマー印刷出版協会事務局長などの要職も兼務。

テュレイン・トゥン

Trust Link Co., Ltd.  Managing Director

U Thurein Htun
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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

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







+95-9-964-344103 岩井
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(405Ha)

RK Yangon
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※地図上に記載
されている社名
には、建設中・
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　倉庫

　水処理場
MJTD の前の道を東側に
３分ほど進み、一つ目の
十字路を右折する

ゾーン B への入り口は現在こちらのみ。
ゾーンAからは車で６、７分ほど
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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





































　　
YAMATO

で忘年会
しよう

　　
焼肉

09771550567
SAKURA TOWER南　
33st沿い　MAP P27 D-2

12月は1杯目無料キャンペーン実施!!
(ビールorソフトドリンク)

Japanese Restaurant “Dai Ra Oh”
No28740street(9) quarter, kyauktatar 
T/S, Yangon　MAP p27-D2

忘新年会プラン
お食事付き

飲み放題プラン
35,000ks～

09-40008-6644
日本語OK

more info! （Hi-So mallもやってます）

忘
新
年
会
は

大
ラ
王
で
！
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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















宿泊プラン：デラックスルームUS$218 ～/1泊１部屋 

• 朝食ビュッフェ
• 選べるお食事プラン（3コースランチ・アフタヌーンティー・ティ  
   フィンディナー）
• ウェルカムアメニティ（新鮮なトロピカルフルーツ等のご提供）
• 高速Wi-Fi
• 宿泊者限定の無料アクティビティ
• スパ利用料30％OFF
• マンダレーレストランとビルマテーブルの飲食料30％OFF

極上の空間でゆっくりとおくつろぎください。 

2泊以上ご宿泊の方は、スパのマッサージ（60 分）が無料で
お楽しみいただけます。 

ご予約をお待ちしております。

利用規約

• 

• 

味わったことのない感動
の宿泊体験をあなたに。

Email: reservations.tgr@belmond.com
or call us at + 95 1 2302091

BELMOND GOVERNORʼS RESIDENCE
35 Taw Win Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

1920年頃のヤンゴンにタイムスリップしたよう
なGovernorʼsの邸宅。伝説の遺産と現代のミャ
ンマーが融合された、優雅な空間と静寂が身と
心を鎮めます。豪華な庭園でくつろぎ、洗練さ
れたスパで日々の疲れを癒してみませんか？

初回利用限定の特別プランとなっております。
チェックイン時にパスポート、外国人登録証明
書、ビジネスビザのいずれかをご提示ください。

5 歳未満のお子様は無料でご宿泊いただけま
す。（同ベッド利用時）11 歳未満のお子様は最大
2 名まで US$50（政府税・サービス料）でご宿
泊いただけます。（同部屋利用時）


