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新年あけましておめでとうございます。 
　皆様には幸多き新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。 
　昨年は私の人生においても激動の一年でした。現在もメディアにとっては熾烈な
環境下にありますが、私たちはミャンマーの人々とともにあり、そしてこれからもミャ
ンマーの情報を発信し続ける所存です。 
　改めまして皆様のご健勝を心よりお祈りするとともに、本年も変わらぬご交誼のほ
ど何卒よろしくお願い申し上げます。

新年をお迎えになられた天皇皇后両陛下

赤坂御所にて【写真提供：宮内庁】

謹賀新年令和四年 元旦

MJIホールディングス株式会社　
代表取締役　永杉 豊 



　ミャンマーにお住まいの日本人、日系人の皆様、令和４（２０２２）年の年頭に当たり、
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　今もなお、新型コロナウイルスは世界中で猛威をふるい、多くの皆様の経済・社会活動
の大きな制約となっています。気候変動といった地球規模の課題も深刻化しています。また、
金融資本主義経済の急激な展開は、格差の拡大や国際社会の分断など多くの弊害をもた
らしてきました。
　岸田内閣では、デジタルとグリーンをキーワードとする経済社会の歴史的変革の中で、
成長も分配も実現する、「新しい資本主義」の実現に取り組み、健全な民主主義の中核であ
る中間層を守るとともに、「人」を大切にした未来に向けた投資を力強く行ってまいります。
　何が起こるか分からない時代。大切なことは、先が見えない中にあっても、未来を信じて、
果断に挑戦を行うことです。挑戦することによってのみ、未来を切り拓くことができます。
私は、新型コロナを克服し、新しい時代を切り拓くという歴史的挑戦に、皆様と共に挑ん
でいく覚悟です。
　　世界各地では、１３５万人以上の在留邦人の方々、３８０万人以上の日系人の方々が
ご活躍されています。私自身、外務大臣時代に、日本人、日系人の皆様の世界各地での活
躍が、地域の社会や経済に大きく貢献し、世界各地で高く評価され、日本外交を支える貴
重な財産となっていることを実感しました。
　現在、オミクロン株の未知のリスクへの緊急避難的対応のため、人の往来に制約を設け
ており、日本国外にお住まいの皆様には多大なるご不便をおかけしておりますが、国境を
超えた絆を大切にする私の強い思いに変わりはありません。
　皆様には、日本とミャンマーを結びつける絆としてご活躍いただき、世界における日本
の魅力の一層の発信に向け、引き続きお力添えいただきますよう、宜しくお願い申し上げ
ます。
　皆様の御健勝と御多幸、そして一層の御活躍を心から祈念いたしまして、新年の御挨拶
とさせていただきます。

令和４（２０２２）年  元旦

内閣総理大臣  

岸田 文雄
写真提供 : 内閣広報室

岸田内閣総理大臣の
年頭挨拶
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　令和４（２０２２）年の年頭に当たり、ミャンマーにお住まいの日
本人、日系人の皆様に、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
　昨年１１月に外務大臣を拝命しました林芳正です。普遍的価値
を守り抜く覚悟、日本の平和と安定を守り抜く覚悟、そして人類に
貢献し、国際社会を主導する覚悟、こういった三つの「覚悟」をもっ
て、外交を展開していきたいと思っています。
　一昨年以来、新型コロナは世界に拡大し、国民の意識・価値観・社
会活動にまで大きな影響を与えています。そのような中でも、昨年
１０月にオンラインで開催された第６１回海外日系人大会「新時代
への挑戦―時空と世代を超えてつながる日系」には多くの方が参加
され、大盛況となりました。世界各地の日系社会のつながりと力強
さが変わることなく強固であることを知り、嬉しく思っています。
　日本とミャンマーのつながりは、様々な分野において御活躍され
ておられる日本人、日系人の皆様に支えられているものです。新し
い世代の方々も含め、皆様が日本とのつながりをより強固なものと
し、日本と、現在お暮らしの国々との間の「架け橋」として一層御活
躍いただけるよう、引き続き外務省としても、各種事業の着実な実
施を全力でバックアップしていく考えです。
　最後に、皆様の御多幸と一層の御繁栄を心から祈念し、新年の御
挨拶といたします。

令和４（２０２２）年元旦
外務大臣  

林 芳正
写真提供 : 外務省

林外務大臣の
年頭挨拶
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・ パブリッククラウドを使ったIT業務改善
・ オフショア開発
・ BPOサービスの提供

・ クラウドを活用した勤怠管理
・ ERP導入でマネージメント＆オートーメーション化
・ オートーメーションツールによる現場の効率化

【コロナ時代に不可欠なDX戦略】

【業務領域】
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　新年あけましておめでとうございます。今年も安
全と健康に気を付けながら頑張りましょう。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
　2月を迎えるとミャンマー国軍によるクーデター
から一年です。事態はさらに厳しい方向に動いてい
ます。既に1300人を超える市民が国軍など当局関
係者によって殺害されました。今なお多数の市民が
拘束されたままです。本当に残念でならない。暗澹
たる気持ちです。
　出来るだけ早期に事態を打開できるように、ミャ
ンマーが民主化路線に立ち戻ることができるように、
ASEAN はじめ国際社会は力を尽くさなくてはなり
ません。日本もその役割の大きな一端を担っていま
す。
　私たちは暴力の即時停止、不当に拘束されている
人たちの開放、ミャンマーの民主化への回帰を訴え
てきました。国軍、民主派双方に武器の使用、暴力
の停止を強く求めます。自国民同士が殺しあう、傷
つけ合うということなど、あってはならないことです。
　クーデターを起こした国軍に正当性は全くあり
ません。選挙で不正があったなどと言っていますが、
どこにどんな不正があったのか、ミャンマー国民も
国際社会もその説明を聞いていません。
　国軍には、自分たちのやっていることを冷静によ
く考えてほしいと思います。「いったい誰のための、
何のためのクーデターなのか」「いったい何が得ら
れるのか」ということです。武力で国民を押さえつ
けているだけで、得られるものは何もなし。彼らは

令和４（２０２２）年  元旦
衆議院議員
日本・ミャンマー友好議員連盟
会長  

逢沢 一郎

逢沢衆議院議員の
年頭挨拶

軍に対する尊厳も信頼もすべてを失いました。
　昨年6月衆議院本会議で「ミャンマーにおける軍
事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回
復を求める決議」を議決しました。私が中心となっ
て決議案をとりまとめ、本会議で趣旨説明をいたし
ました。参議院も同様な趣旨の決議を行いました。
　私たちはミャンマーに一日も早く平和な日々が
訪れることを心から願っています。そのためには暴
力を停止して、未来をどう構想するか話し合うこと
です。主要なプレーヤーは国軍とNUG民主派の方々。
そのことが実現するようASEANが強力に適切に環
境をつくることが大切です。日本ももちろん歴史的
に培ってきたミャンマーとの太い関係を活かさな
ければなりません。
　2011年、ミャンマーは軍政から民政に移行移管さ
れました。なぜ、どのようにして民政が実現したの
か。2011年の決断に学ぶことが必要です。時代も環
境条件も異なりますが、何かそこにヒントがあるは
ずです。
　私が今一番お会いしたいのはテイン・セイン前大
統領です。テイン・セイン大統領のもと2015年の総
選挙が平穏のうちに実施され、混乱なく見事に政権
交代となりました。アウン・サン・スー・チーさん、
NLD の政治が始まりました。その平和的政権交代
の立役者テイン・セイン前大統領は今何を思うのか。
状況が許せば私は旧知の彼に会います。そして事態
打開への努力を求めます。外交は構想力と行動です。
どうぞよろしくお願い致します。

6 Jan 2022
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　MYANMAR JAPON 読者の皆様、あけましておめでと
うございます。
　昨年は2月の政変とその後の混乱状況、更には7月から
9月にかけての新型コロナウイルス感染症の第三波によ
り、在留邦人の皆様、日本へご帰国されていらっしゃる
皆様、それぞれのお立場で大変な御苦労をされているこ
とと案じています。
　現在、我々は、新型コロナウイルス感染症の世界的感
染拡大の影響で、人の往来や交流が制限されるという課
題に直面しています。新型コロナウイルス感染症対策を
目的とした渡航制限のため、計画していた留学や仕事の
ための日本への渡航の目処が立たず、不安を抱えるミャ
ンマーの方々の声が日本大使館にも毎日のように届い
ており、私を含め、大使館員一同心を痛めております。
　このような状況でも日本とミャンマーの人と人との
絆を維持、発展させていきたいとの考えのもと、昨年は
１月に「第16回日本文学翻訳コンテスト」、11月には「第
22回日本語スピーチコンテスト」をオンラインで開催し、
ミャンマー全土から多くの方々にご参加いただきまし
た。とてもハイレベルな大会で、このような厳しいとき
であっても熱心に日本語を学び、日本とミャンマーの架
け橋になりたいと果敢に取り組むミャンマーの若者た
ちの姿に感銘を受けました。彼らは、日本とミャンマー
の友好関係の維持発展において不可欠な存在であり、今
後も、オンラインを活用するなどして創造的に一つ一つ
取り組みを進めて参ります。
　なお、政変によりミャンマー国内の政治・経済は大き
く混乱しました。当地で活動する日本人や日本企業の皆

昭和28年生まれ、宮城県出身。1978年に外務省入
省後、81年在ミャンマー日本国大使館、85年日米
安全保障条約課、南東アジア第一課、92年在ミャ
ンマー日本国大使館、97年在米国日本国大使館、
2002年在ミャンマー大使館、06年より外務省総合
外交政策局外交政策調整官を経て、11年7月より在
ミャンマー日本大使館の公使参事官を務めた。18
年3月、駐ミャンマー日本国特命全権大使に就任。

丸山市郎 駐ミャンマー
日本国特命全権大使の年頭挨拶

様が、事業の継続やミャンマーの方々の雇用確保のため
懸命の努力をされていることに深く敬意を表します。皆
様のこのような努力によって、日本とミャンマーの関係
が近く維持できていることを実感しています。大使館と
しても最大限の御支援をさせていただく所存です。
　本年中も不安定な国内情勢及び新型コロナウイルス
感染症の流行が引き続き懸念されますが、在留邦人の皆
様の安全を第一に、皆様の活動を全力でサポートし、共
にこの難局を乗り越えていきたいと考えております。大
使館として、あらゆる側面で日本とミャンマーの両国国
民のため全力を尽くす考えですので、皆様の御支援・御
協力を賜りますようお願い申し上げます。

茂木外務大臣の
年頭挨拶
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MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO、MJIホールディン
グス代表取締役。学生時代に起業。その後ロサンゼルス、
上海、ヤンゴンに移住し現地法人を設立。2013年からミャ
ンマー在住。月刊日本語情報誌「MYANMAR JAPON」
を発行、ニュースサイト「MYANMAR JAPONオンライ
ン」を運営、各メディアの統括編集長も務める。（一社）日
本ミャンマー友好協会副会長、（公社）日本ニュービジネス
協議会連合会特別委員、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。著書に『ミャンマー
危機 選択を迫られる日本』（扶桑社）など。

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO    

Nagasugi Yutaka

▲忙しい診察の合間に熱帯魚を鑑賞する野村直樹理事長

日本の医療機関として初めて
MIC認可を取得して開院
永杉　今回は社会医療法人社団三思会の
野村直樹理事長にお話をうかがいます。
三思会は2019年、ヤンゴンに日本式のク
リニックYangon Japan Medical Centre 

（以下、YJMC）を立ち上げたことで知られ
ています。野村さんは立ち上げに深く関
わったそうですね。
野村　当時の中佳一理事長（現会長）の、

「アジアの医療に貢献したい」という意向
を受け、私が責任者として進出先の選定
からスタートしました。プロジェクトが
始まったのは2011年のことで、ASEAN各
国の視察を経てミャンマーに決定しました。
永杉　事業開始から開院に至るまで8年も
の歳月を要し、大変なご苦労があったと
聞きます。
野村　医療分野の進出には現地パートナー
が必要となりますが、これが最初のハー
ドルでした。試行錯誤を重ねて、ミャン

マー人スタッフの紹介により現在のパー
トナーと2016年頃からようやく本格的に
動き出すことができました。また、当会
は日本の医療機関として初めてMIC（ミャ
ンマー投資委員会）の認可を得たのですが、
事業開始までには、ライセンス申請等、数々
のチャレンジが続きました。

進出成功の最大要因は
優秀なスタッフとの出会い
永杉　ミャンマーのMIC申請業務は、外
国の企業や団体にとって大きな壁と言え
ます。これにより進出を断念した医療機
関もあるほどです。三思会がこれをクリ
アできた要因はどこにあると考えますか。
野村　進出にあたって契約した現地の弁
護士や医師をはじめ、多くのミャンマー
の方々に的確なアドバイスをいただきま
した。さらに、当院のスタッフがその助
言に従い迅速に動いてくれたおかげで、
課題をクリアできたと考えています。で
すから成功の要因は優秀なミャンマー人
に出会えたことに尽きると思います。
永杉　それ以外にご苦労されたことはあ
りますか。
野村　事業予定地の選定にも苦労しまし
たね。ミャンマーでの開院には周辺住民
10人の同意が必要となります。現在の開
設地に至るまで多くの時間を費やしまし
た。また、医療分野では事業ライセンス
以外に、外国人医師ライセンスの取得も
あります。ミャンマーで外国人が免許を
取得するためには、外国人とミャンマー
人が一組となって申請をする必要があり
ます。例えば、日本人の内視鏡専門医が
申請する場合、ミャンマー人の内視鏡専
門医に、いわば後見人のような役割を担っ
てもらう必要があるのです。該当する医
師を探すにもミャンマーの方々のサポー
トがなければ難しかったでしょう。
永杉　 こ う し た ハ ー ド ル を 乗 り 越 え、
2019年２月に井上聡院長のもと正式オー
プンを果たします。そしてそこから約１
年で新型コロナウイルスの蔓延。さらに
１年後には政変が発生。2021年の５月か
ら一時休診を余儀なくされました。
野村　オープン後は、日本人の一般外来
と人間ドックに加え、ミャンマー人技能
実習生の健康診断も請け負っており、事
業として手応えを感じていました。しかし、

コロナと政変による日本人駐在員の帰国
や、日本政府の技能実習生受け入れ停止
などが続いたことにより、2021年5月よ
り一時休診となりました。
永杉　ミャンマーの在留邦人を対象にし
たオンラインの医療相談を始めました。
この事業開始に至った経緯を教えてくだ
さい。
野村　2021年７月頃、日本人会やJCCM
商工会の医療セミナーへの協力などを通
じて現地の逼迫した状況が伝わっており
ました。新型コロナ第４波の発生により
日本人の緊急搬送や死者も発生していた
のです。そこで何か出来ないかと、海外
向けのオンライン医療相談をしている
Medifellow社と提携して本事業をスター
トしました。2021年中は外務省の補助事
業として、在留邦人とそのご家族は無料
でご利用いただけるようになりました。
日本国内の専門医ともつながれるオンラ
イン医療相談は、2022年1月以降も続け
ていきたいと考えております。

早期再開を目指すが
経済システムへの懸念も
永杉　2022年、YJMCの再開はお考えに
なっているのでしょうか。
野村　2022年早々のしかるべき時期に現
地調査を予定しています。私個人として
は、できるだけ早く再開を目指したいと
考えています。しかし、スタッフを派遣
する上で、新たな死者が発生し続けてい
る状況では治安面の心配が拭えません。
また、ミャンマーの経済システムも懸念
材料として挙げられます。現実的な問題
として、薬の購入も現金払いとなる中、
現地銀行に当座預金があっても引き出せ
ない状況が続いておりました。米ドルの

手持ちがどれだけあるかが事業継続のカ
ギとなる状況には、多くの日系企業も困っ
ていらっしゃるのではないでしょうか。
永杉　ミャンマーでの事業展開における
長期的なビジョンを聞かせてください。
野村　まずYJMCの再開が第一ですが、そ
の後、安定した運営をしていけるように
なったら、次は入院や手術設備も備えた
病院を作りたいと考えています。現在の
ミャンマーでは大きな病気にかかった場合、
自国では対処できず隣国への移送という
形になってしまいます。これを解消し、ミャ
ンマーで完結できる日本式の医療システ
ムを構築したいというのが長期的なビジョ
ンです。
　これを実現させるためには、国内の安
定が不可欠です。我々はYJMCを通じて多
くの素晴らしいミャンマー人と出会い、
ともに仕事をしてきました。彼らが安心
して自らの能力を発揮できるような国に
なってもらいたいと切に願っています。
永杉　私もミャンマーで事業を行う中で、
真面目で優秀なミャンマー人に多く出会っ
てきました。彼らが自由な日々を送れる
ような国になり、また日本との交流が活
発に行われるようになることを願ってお
ります。本日はお忙しい中ありがとうご
ざいました。

現在もオンラインで在住邦人のサポートを継続
将来はミャンマーで完結する医療システムを構築したい

第 回92
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。

野村直樹 永杉豊
社会医療法人社団三思会　理事長 MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

ヤンゴンに日系診療所を立ち上げた医療法人
【今回のテーマ】

1957年、大阪府生まれ。1985年 富山医科薬科大学
（現・富山大学）医学部卒業後、同大学附属病院第二外
科（消化器外科）入局。1996年より「東名厚木病院」で
勤務。外来部門である「とうめい厚木クリニック」院長
を経て、2017年から社会医療法人社団三思会 理事長、
2021年より「東名厚木病院」院長。常に心がけている
ことは「患者さんの立場で考えること」。趣味は釣りや山
歩き、サックス演奏。

野村直樹

社会医療法人社団三思会　理事長

Naoki Nomura
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MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO、MJIホールディン
グス代表取締役。学生時代に起業。その後ロサンゼルス、
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MYANMAR JAPON CO., LTD. 
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ここは、2021年2月
に大規模なデモが行
われた地点。今では
すっかり平穏を取り
戻している。

荷捌き所があるため、配送準備をする車両が多く見られる。

警備員が若者らに暴行を加えた事件の影響で、テナントはほぼ
全店が再開したものの、施設内は閑散としている。タクシープー
ルや周辺道路も車は少ない。

“ミャンマーの原宿”では、道ばたの小さな店舗は営業しているが、
通行人が少ないため、売れ行きはあまりよくないようだ。ただ、
デリバリーの自転車が通行する姿が目につくようになった。

21年2月には数千人規模のデモ行進が行われていたヤンゴンダ
ウンタウンの中心部。人通りは少なく、以前のような渋滞は見
られない。

これまでよりも交通
量は少なめに感じ
る。サクラタワーの
入口で乗降する人は
ほとんど見られない。
写真に写っていない
場所では、パトカー
が警戒していた。

ヤンゴンは今どうなっているのか。最新画像とともに、主要スポットの現在をお伝えする。

定点観測
ヤンゴン

アーカイブ
ミニゴン交差点付近

アウンサンスタジアムレーダン交差点付近

サクラタワー前

スーレーパゴダ付近の歩道橋ミャンマープラザ

2月 12月
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　謹んで新春をお祝い申し上げます。

　今年もミャンマージャポンビジネ

ス様のお許しがある限り、バイアスの

ない現地の経済状況や在留邦人の様

子などを交えた生の情報を現地から

発信していきたいと思います。どうぞ

引き続き宜しくお願い申し上げます。

様子見続く2022年

　2021年2月の政変以降、ミャンマー

に対する国際世論が厳しい目を向け

る中、日系企業の多くは、ミャンマー

国民に寄り添い「責任ある投資」を果

たすため、当地での事業を何とか継

続すべく努力をしているところです。

ジェトロにも事業継続に関する考え

や日本本社への説得など、様々な苦労

話が聞こえてきます。皆さん、一様に

ミャンマーの一般国民や従業員はこ

れまで真面目に働き、何も悪くないの

に、政変により自分たちの将来や生活

が一変してしまった現状の中で、個社

の出来うる対応として、雇用の維持や

事業の存続可否の見送りなど、出来る

限り前向きに取り組もうとしていま

す。事実、日系進出企業数のバロメー

ターとされるミャンマー日本商工会

議所会員数については、政変から間も

無く1年が経とうとしていますが、退

会する企業は少なく、ほぼ横ばいで推

移しています。

　とはいえ、コロナ禍や政変により、

事業を拡張する地合いではないため、

多くの企業は既存事業を継続しなが

ら、今後の情勢を判断したいといった

様子見の状態が続いています。

保護主義的な動きには注意

　2021年は政変以降の金融混乱等を

日系企業動向、ミャンマーの新潮流を読み解く
JETRO STREAM

背景に、輸入のための外貨支出を抑制

するための各種制限措置が採られま

した。貿易を所管する商業省は、タイ

からの陸送による各種飲料やインス

タントコーヒー、石鹸、歯磨き粉等の

暫定的輸入禁止措置、乗用車の輸入ラ

イセンス発行と新車販売店のライセ

ンス発行を一時的に停止する措置を

発動しています。

　また、同省は2021年1月1日から、新

たに3，070品目を対象に輸入ライセ

ンスの取得を義務付けています。通

達によれば、輸入ライセンスが必要な

品目は輸入許可システムの変更に合

わせ順次公表するとしており、第一段

階として、食品、化粧品・消費財、紙製

品、電子部品、建設資材関連商品など、

HSコード10桁の3,070品目が対象。

従来、2020年の通達により、輸入ライ

センスの必要な品目数（ネガティブリ

スト）は3,931品目でしたが、これに今

回発表された3,070品目が追加される

形になります。実務上、輸入ライセン

ス取得のためのコストや手続きの煩

雑さを除けば、どのような影響が出る

かはまだ分かりませんが、制度の行方

を注視していく必要があります。

　一方、中央銀行は引き続き輸出企業

に対して30日以内に輸出代金として

得た外貨を外国為替公認銀行に市場

価格で売却することを求めています。

　新規外国直接投資の大幅減、主要

国・国際機関による開発援助の停止、

外国人の入国禁止措置などにより、

田中一史（たなか かずふみ） 　
日本貿易振興機構（ジェトロ）ヤンゴン事務所長。主にアジア経済の調
査や企業の海外展開支援業務を担当。海外勤務は、マニラ事務所調査ダ
イレクター、サンフランシスコ事務所北米広域調査員、バンコク事務所
次長を歴任。2017 年 12月より現職。

ビクトリア山の山頂

ミャンマーに外貨が流入・増加する可

能性は低く、既述のような保護主義的

な動きは2022年も続くものと思われ

ます。

ミャンマーの秘境に思いを馳せて

　私事ではありますが、2年前の正

月休みにはチン州にあるミャンマー

で三番目に高いビクトリア山（標高

3,053m）を登りました。昨年の今頃は、

カチン州のプータオに行き、ミャン

マーで最も高いカカボラジ山の麓を

トレッキングしたいと思い、計画を立

てていました。結局、コロナ禍でカチ

ン州行きを断念し、ヤンゴンの自宅で

1人おとなしくしておりました。今年

の正月は、ヤンゴンの日本食レストラ

ン様が提供する美味しいおせち料理

を食べながら、ミャンマーの秘境の動

画や写真集を見ながら過ごす予定で

す。ミャンマーには本当に素晴らし

い場所、民族、人々、歴史、文化があり、

興味が尽きません。

　早く平時に戻り、人々に笑顔が戻り、

私も趣味の秘境巡りにどんどん出掛

けることができるような日が来るこ

とを祈念しております。

2022年も総選挙の実施までは様子見続く第81回



12 Jan 2022

ミャンマーに進出を図られるお客様、ミャンマーでビジネス拡大を図られるお客様に、
様々なIT視点から、幅広いサポートをご提供します。

E-mail: contact@scskmm.com   Tel: 01-377804 (ext. 310)
#401-405 Prime Hill Business Square, No.60, Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon

デジタルトランスフォーメーション
（DX）検討支援

ITコンサルティング

デジタル化、DX推進を通じてビジネスに
新しい価値を生み出すご支援

システム基盤からアプリケーションまで、
総合的に分析し、課題・改善点の把握から、
柔軟なご提案を実施

IT環境構築
お客様の業務ニーズに合わせた
IT基盤の設計・構築

ITアウトソーシング
IT業務のアウトソースをすることで、
お客様はコアビジネスへの集中を図れます

IT人材育成
世界各国で培った技術者育成のノウハウで
お客様のITスタッフを育成いたします

西濃運輸グループによる
安心･安全引越サービス

No.441, 5B, University Paradise Condo, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon 11201
09883197677
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　2021年11月10日～12月7日に発表さ

れた主な法令、通達等は以下の通りです。

・輸出業者の両替について、輸出書類

を確認し、輸出から6か月以内に代金

を受領していることを確認するべき

とする外国為替管理規則35条を改正

し、その期限を3か月に短縮している

（11月10日）。

・輸入ライセンスが不要とされている

3,070品目（10桁HSコード）について、

輸入ライセンスを要求する制度変更

（11月11日）

・海外雇用エージェント（いわゆる送

り出し機関）のライセンスに必要な

デポジットの金額が、500万チャット

から、2,500万チャットに引き上げら

れているが、これに従わない企業の

ライセンスの取り消し（11月12日）

・外資による卸売及び小売ライセンス

の対象物品について、食品製造のた

めの原料、動物飼料製造のための原

料、工業設備及び工業原材料、関連

付属品（自動車部品及び各種機械に

ついて）を追加している（11月12日）

・年次報告の懈怠を理由として、会社

法に基づき、100社の会社の登録が抹

消された旨の通知（11月12日、22日、

12月7日）（累計で17回目、合計1,700

社の登録が抹消されている）

・工業省下にある国営工場についての

戦略的分析（Strategic Profi le）を発

表（11月16日）。

2012 年外国投資法下での日系初の不動産開発案件を手掛けるなど、MIC 申請等の
投資案件、ティラワ進出案件、合弁を含むDICA 会社設立、商標申請、労務等、日
系企業のあらゆるミャンマービジネスを法務面からサポートしている。

甲斐史朗（かい ふみあき）
TMI 総合法律事務所パートナー
（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)1-8255-047  yangon@tmi.gr.jp
弁護士約500名、弁理士約90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。

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 !!

なるほど！

・会社の口座の代わりに、個人の口座

を使用している企業がみられるとし

て、DICAに登録している全ての企業

は、会社名の銀行口座を使用するよ

うに求めている（11月22日）。

・ミャンマー投資委員会（MIC）は、

外資企業及び内資企業の投資に際し

て優先投資分野を設定し、MIC、関

連省庁、地方政府は必要な援助を行

うと発表（11月25日）。

・COVID-19に関する各種措置の12月

31日までの延長（11月30日）

※現政権の発表内容をお伝えするものであり、弊
所及び当職らの評価を含むものではありません。
※日付については、原則として公表日を記載して
おりますが、現下の状況に鑑み、数日の誤差が発
生する場合があります。

ミャンマー最新法令情報第67回
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Myanmar Starts Corporate Services Co., Ltd.　
連絡先： ユザナホテル４F
Yuzana Hotel, 4th Floor, No 130 Shwe Gone Taing 
Road, Bahan Township, Yangon
k.shida@starts-mm.com  担当：志田　

☎ 01-860-3390
　 09-500-9055　

メイドサービスについて

不 動産お役立ち情報

　ヤンゴンでは単身、ご家族帯同の方まで含めて、日本との生活環境が異
なる為、家事のサポートでメイドさんやメイドサービスを受けている方が意外
といらっしゃいます。サービスアパートも似たようなハウスキーピングサービス
がついており、両者ともに身の回りの手伝いをしてくれるのですが、サービス
の領域に差がありメイドさんの方がしてくれる領域は多いです。
　サービスアパートの場合、掃除・ベットメイクが中心ですが、メイドさんの場
合、掃除に加えて、サービスアパートではあまりしてくれないお皿洗い、洗濯
やアイロン掛け、また料理をしてくれる方までいらっしゃいます。中には数十
年に渡って代々日系企のに家族で勤め上げ、日本人以上に美味しい日本
食を自宅で作ってくれる方も少なくないそうです。
　勤務形態について昔は住み込みでのメイドさんもいたようですが、近年は
そのほとんどが仕事の日に自宅に通ってもらう形態になっています。多くのメ
イドさんは個人で各家庭と契約しており、勤務日数や内容によって異なりま
す。前記の日本食まで作れたり、人柄も良い有能なメイドさんは各家庭から
引っ張りだこで、同一企業の駐在の方が引き継がれたり、空いてもすぐに口
コミで勤め先が見つかるようです。
　これまで組織だってメイドさんを派遣するような会社は無かった為、探す
のが大変でした。しかし最近では日系企業で上記のようなハウスキーピン
グ、洗濯、買い物まで代行してくれるサービスを日本のクオリティで展開して
いる会社もあります。その場合、ご自身の不得意であったり、サポート頂きた
い家事の内容を選択出来きたりする為、個人のメイドさんにお願いするより
便利かもしれません。
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石川 : 09-40508-3388  t.ishikawa@tastech-renta.co.jp
平子 : 09-76320-9280  heamatophilia@gmail.com
芳村 : 09-89442-2191  yoshimuratas@gmail.com

TASTECH  in Myanmar

お客様の各種ニーズに対応いたします
長期 / 短期 (1日～) / 送迎 (空港・ゴルフ etc.) / 配送業務
車両のみ / 運転手のみ / 従業員様フェリー ...etc.

お車のことなら何でもお気軽にご相談ください

オリックスレンタカーの大手FCであるタステック・レンタリース株式会社のミャンマー現地法人として、2013年以来 ミャンマー在住
日本人の皆様の安全・快適なカーライフをサポートしてまいりました

運転手付きレンタカー
タステック・ミャンマー 株式会社

スズキ車 正規販売店
タステック・スズキ・モーター 株式会社

ご宿泊のお問い合わせは担当・小川まで

①最新ニュースが読み放題
②過去の全ニュースを閲覧可能
③全バックナンバーがネットで閲覧可能

①最新ニュースが読み放題
②過去の全ニュースを閲覧可能
③全バックナンバーがネットで閲覧可能

月額2900円（税込3190円）

7日間無料
いつでも
解約可能!

 myanmarjapon.com

ミャンマー最新情報を
どこよりも早く！
ビジネスマン必読!

プレミアム会員のメリット
ビジネスマン必読!

プレミアム会員のメリット
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2021年の税務会計振り返り71

　ミャンマーでの激動の2021年が終わりました。
　振り返ると、長かった様な早かったような気がいたします。ざっくりとこ
の1年について、税務会計を中心に振り返ってみたいと思います。
　1月は、昨年のコロナ過の影響を受け、申告期限の延長措置がなされ
ました。2020年9月期分の申告は、多くの納税者について、申告納税
方式によるものとなりました。コロナ対応策の税額控除や、損金の割増
計上が加味され、また、未実現の為替差損益の取り扱いについても新た
に通達により方針が示され、これまでの単純な法人税計算から一歩進ん
だ、税務調整の幕開けといった様相でした。本来12月末日の申告期限
が何度か延長され、結局1月末日に落ち着き、弊事務所でも無事申告を
完了して安堵していた次の日、政変が起こりました。
　ネットや電話の障害も起こり、またCDM活動により、税務が完全に滞
るという事態が発生しました。3月のヤンゴンは町中いたるところにバリ
ケードが張られ移動もままならない状況が続きました。役所に行こうと
思っても、車がすんなり通れる道があまりなく、たどり着くのに非常に時
間がかかりました。その後、5月くらいまでほとんど役所が機能せず、手続
きが止まるという状態でした。タウンシップの税務署に行っても、責任者
の方が出てきて、『職員がほとんど居ないから、手続きができません』と
言われるような場面もありました。MTOやＬＴＯは稼働していると言って
いましたが、やはり同様に出勤者が少なく、業務が滞っている状況でした。
　ようやく5月頃に少しずつ税務署も対応をしてくれる様になってきま
したが、職員が交代出勤制の上、依然として全体的に出勤者が少なく、引
き続き手続きが滞る状態が続いておりました。この間、印紙税の窓口だ
けは開いており、また四半期申告などは、メールによる提出、MPUカー
ドやネットバンキングによる納付などで、細々と手続きは可能でした。し
かし、納税者側で、税金の納付を一旦見合わせるといった動きも多く見
られ、それは一部現在でも続いています。
　6月の終わりから8月においては、コロナの感染の拡大で再び税務も
滞りました。この間は、国全体が、連日感染者の対応に追われ、7月１7日
～9月13日という未曽有の公休日が実施されました。特に持病を持った

No.411-412, 4th Floor, Hledan Center, 8 Ward, 
Kamaryut Township, Yangon, Myanmar.  税務はおまかせ！

+95-9-252405320（若松） +95-9‐404469726（土屋） japanoutsourcingmyanmar@gmail.com

おかげさまで、ミャンマーオフィス開設
9年目となります。

年配の方は、本当に多くが亡くなりました。弊事務所のスタッフの家族も
数名が亡くなり、胸がつぶれる思いでありました。当然、この期間は、役
所と連絡がほとんど取れず、業務が滞りました。
　ようやく税務署が再び動き出したのは、この公休日明けからで、滞って
いたタックスクリアランスも比較的早く進められるようになりました。し
かし、還付事案や清算にかかるものなど、一部時間がかかっているケー
スも散見されます。
　9月末から10月にかけては、税務について、大きな正式発表がありま
した。事業年度の変更と税率の引下げです。事業年度は、現在の10月～
9月から、再び、2019年以前のように4月～3月に変更されることとな
りました。また、法人税は25％から22％に引き下げられ、個人の所得税
についても大きく累進税率の引下げがありました。この所得税の引下げ
については、主に年収5,000,000～70,000,000ktの人が恩恵を
受けるものとなっており、中間層以上にインパクトを与えるものとなって
います。
　11月には、これまで不明確であった法人税の四半期申告について指
針となる通達が発表され、一部、前期納税実績方式となりました。しかし、
還付の的確な実施の有無など、問題は残ると思われます。
　ビジネスを行う上で、困難が多くなった2021年でした。2月以降、最
も大きな問題は、金融機関の麻痺状態です。現金の引き出しがスムーズ
にできない、現物のドルが引き出せない、チャットからドル転が出来な
い、これらの状況が長引くことは、外資企業にとって非常に痛手です。1
日も早い改善を願います。
　2021年は、ミャンマーの方々の強さと優しさに多く触れた年でもあ
りました。困っているときに、自分よりもさらに困っている人に手を差し
伸べる姿勢。この国の持っている素晴らし
い美徳に感嘆しました。
　2022年も引き続き不透明な先行きで
ありますが、希望を持って皆で進んで参り
ましょう。 オフィスからの景色12月23日
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［12月27日］
車両8台が焼かれ女性や子供ら
38人の焼死体が見つかる
　カヤー州パルーソー郡で12月24日、バス
や乗用車など8台が焼かれ、車両の中に38
人の焼死体が発見された。Radio Free Asia
が伝えた。
　調べによると、24日にカヤー州パルーソー
郡モーソー村で国軍とカレンニー民族防衛
隊（KNDF）、人民防衛隊（PDF）との間で戦闘
が発生し、多くの住民が周辺の村に避難し
た。焼かれた8台の車両には女性や子供など
の避難民が乗車していたとみられるが、遺
体の損傷が激しく身元は判明していない。
　クリスマス休暇でヤンゴンに帰省しよう
とした国際NGOの「セーブ・ザ・チルドレン」
のスタッフ二人が巻き込まれたとの情報も
ある。同NGOは「罪のない市民や援助関係
者への攻撃は決して容認できない」と非難
した。
　軍評議会は、車両にはカレンニー民族防
衛隊（KNDF）、人民防衛隊（PDF）の隊員が乗
車し、検問における制止を無視して通過し
たため銃撃戦に発展したと主張している。

レーケーコー周辺での衝突が
激化、避難民に食糧難の懸念
　日本財団が支援する帰還難民施設がある
カイン州ミャワディ郡レーケーコー村周辺
では、国軍とカレン民族解放軍（KNLA）の間
の衝突が繰り返されており、収束の兆しが
見 ら れ な い。DVB Burmese Newsが12月
26日に伝えたもの。
　同地域での衝突は12月15日に勃発。戦闘
激化に伴い、レーケーコーとその周辺の村（パ
ルージー、パルーレー、ティーメーワーキー、
メドータレー）では住民が全員避難しており、
戦争避難民の数は16,500人を超えたという。
　タイとの国境付近の修道院に避難してい
る避難民は、近隣の学校からの寄付を受け
ているものの、数日中に食糧が尽きるとみ
られている。

［12月24日］
国軍とコーカン軍の戦闘 
2ヵ月半で300回発生、シャン州
　直近の約2ヵ月半に、シャン州北東部コー
カン地域でコーカン軍（MNDAA：ミャンマー

民族民主同盟軍）と国軍の間で300回以上の
戦闘が発生したことが明らかになった。
Radio Free Asiaが12月23日に伝えた。
　コーカン軍の報道官によると、シャン州
モンコー郡では12月19日、国軍が500人規
模の兵士を投入し10回にわたり戦闘が発生
したという。
　同地域では10月1日から12月19日までに
300回の戦闘が発生、国軍兵士400～500人
が死亡した一方、コーカン軍側の死亡者は
10人にとどまっている。

［12月23日］
カチン州のヒスイ採掘場で土砂
崩れ、80～100人が行方不明
　ミャンマー北部のカチン州パーカン郡ター
ヤーゴン村で12月22日早朝、ヒスイ採掘場
で 大 規 模 な 土 砂 崩 れ が 発 生 し た。Radio 
Free Asiaが伝えたもので、採掘労働者など
80～100人が行方不明になっている。
　同ヒスイ採掘場は数年前から休業中で、
採掘により高く積み上げらていれた大量の
土砂が崩落したという。この土砂崩れによ
り、採掘労働者が50～70人、商人30人巻
き込まれたと目撃者が証言した。労働者の
大半は、重機などで採掘された後の土の中
からヒスイを探し出す個人事業主とみられ
る。市民団体「カチン・ネットワーク開発
基金」によると、80人以上が湖に転落した
まま生存が確認できていないという。
　カチン州のヒスイ採掘場では、違法採掘
による崩落事故がたびたび発生しており、
2015年と2020年にも大規模な土砂崩れが
発生し、数百人規模の死者が発生している。

国軍と人民防衛隊の戦闘が
激化、ザガイン管区
　ザガイン管区インマービン郡で国軍と人
民防衛隊（PDF）の間で戦闘が激化し、1ヵ月

で国軍兵士60人が死亡したことが明らかに
なった。地元の人民防衛隊（YOMA Fighter 
PDF）の発表をRadio Free Asiaが12月22日
に伝えた。
　これによると、12月22日午前10時ごろ
インマービン郡ノンジー村付近で国軍と地
元の人民防衛隊（PDF）との間で戦闘が発生
し、カニ郡、パレー郡、モンユワ郡などか
ら人民防衛隊が戦闘に参加した。
　地元の人民防衛隊（YOMA Fighter PDF）
は地元住民に対し、インマービン郡からカ
レーワ郡、カニ郡、サーランジー郡、パレー
郡にかけて戦闘が発生する可能性が高いと
して移動しないように警告した。インマー
ビン郡周辺では、直近の1ヵ月に15回の戦
闘が発生している。

国軍工場を結ぶ
送電線が爆破
　バゴー管区ピィ郡区で12月22日早朝、国
軍第19防衛機器工場（KPAS 19）に接続する
送電線が何者かにより爆破された。DVB 
Burmese Newsが伝えた。
　地元人民防衛隊のピープルシャドウレン
ジャー（PSR）によると、送電線の爆破後、正
午頃に国軍兵士が市民に向けて発砲を繰り
返したという。
　同郡区では、12日に管理事務所の保安検
査場が襲撃され、少なくとも3人の国軍兵士
が死亡する事件があった。

［12月22日］
マグウェー管区で石油
パイプライン爆破か
　マグウェー管区パコック郡区カンマ市で
12月21日早朝、タージータウン油田とアヤー
ドー油田を結ぶ石油パイプラインに爆発が
発生した。DVB Burmese Newsが12月21
日に伝えた。
　地元住民によると、21日午前5時半ごろ
に身元不明のグループが襲撃したという。
爆発後に消防車と約80人の国軍兵士が6台
の軍用車で現場に急行しており、周辺住民
は避難している。

こ国境貿易の主要ルートで
戦闘、一時通行止めに
　タイとの国境に接するカイン州コカレイ郡

最新情報はMYANMARJAPONのウェブサイトにて随時更新中　https://myanmarjapon.com

のアジアハイウェイで戦闘が発生し、一部の
区間が通行止めになった。DVB Burmese 
Newsが12月21日に伝えた。
　調べによると、12月21日午前11時ごろ
から国軍とカレン民族解放軍（KNLA）と人民
防衛隊（PDF）の合同軍との間で戦闘が発生
したため、アジアハイウェイのミャワディ
～コカレイ区間が1時間以上通行止めとなっ
た。この付近では12月20日にも戦闘が発生
し、国軍兵士2人が死亡している。
　アジアハイウェイは、ミャンマー・タイ
国境貿易の主要ルートとなっている。

空港で起爆装置用の雷管98個を
発見、運び屋の女性らを逮捕
　マンダレー国際空港で起爆装置に使用さ
れる雷管98個が発見され、運び屋の女性（20
歳）が逮捕・拘束されたことが明らかになっ
た。 国 営 新 聞Myanma Alinnが12月22日
に伝えた。
　発表によると、この女性は12月20日午前
にマンダレー国際空港からザガイン管区ガ
ンディに向かう航空機に搭乗予定で、保安
検査場で検査を受けた際に雷管98個を所持
していることが発覚、その場で警察隊によ
り逮捕・拘束された。

［12月21日］
ヤンゴンの商業施設、
全店再開も未だに閑散
　ミャンマー最大級のショッピングセンター

「ミャンマープラザ」で警備員が若者らに暴
行を加えた事件からまもなく1ヵ月。施設内
のテナントはほぼ全店が再開したが、未だ
に閑散としている。Mizzimaが12月20日に
伝えた。
　ミャンマープラザは、クリスマスイベン
トとして30,000Ks（およそ1,920円）の購入
者を対象にラッキードローイベントを実施
しているほか、2022年1月15日まで駐車場
を4時間無料にするとFacebookを通じて告
知しているが、来客の多くは外国人でミャ
ンマー人が買い物する姿はほとんど見られ
ないという。ある店舗のオーナーは、軍評
議会側の圧力により現在は開店を強いられ
ていると語った。
　事件は、11月25日に軍評議会に反対する
若者グループが店舗1階の広場で横断幕を掲
げて抗議のシュプレヒコールをあげたところ、
施設の警備員らが駆け付け若者らに暴行を
ふるい参加者の女性らが負傷した。これに
対してヤンゴン市民が激高し、ミャンマー
プラザに対するボイコットが続いている。

クーデター以降、ヤンゴン
管区の住民92人に死刑判決
　2月1日のクーデター以降、ヤンゴン管区
の住民92人が死刑判決を受けていたことが
明らかになった。Radio Free Asiaが12月
20日に伝えた。

　軍評議会傘下の国営新聞などの報道によ
ると、2月1日から12月初旬までの約10ヵ
月間で殺人、放火などの容疑により92人が
死刑判決を受けたという。直近では、11月
24日にダゴンニュータウン（南部）で6人、
ダゴンセィッカン郡区で15人が地区の役員
を殺害した罪などにより死刑判決を受けた。
　弁護士のポー・ピュー氏は「軍評議会傘
下の法廷は、軍施設で行われた拷問で得ら
れた供述を基に訴追し、死刑判決を下して
いる。これは刑事訴訟法の手続きにまった
く違反している」とコメントした。

［12月15日］
拘束されたフリーカメラマン、
拷問により死亡か
　軍評議会が身柄を拘束していたフリーラ
ンスのカメラマン、ソー・ナイン氏が死亡
したことが明らかになった。Radio Free 
Asiaなど複数の地元メディアが一斉に報じ
た。拘束中のジャーナリストが死亡したの
は初めてとみられる。
　ソー・ナイン氏は、12月10日に行われた

「サイレントデモ」の取材中にヤンゴン市内
で国軍兵士により逮捕・拘束されていた。
死因などは明らかになっていないが、市民
らに拷問を加えているとされる「尋問セン
ター」で死亡したとの情報もある。
　 ニ ュ ー ヨ ー ク を 拠 点 と す る 国 際NPO

「ジャーナリスト保護委員会（CPJ）」が12月
9日に発表した報告書によると、現在ミャン
マーの刑務所に投獄されているジャーナリ
ストは26人で、世界で2番目に多い。

新たに38万人が戦争避難民、
クーデター後の10ヵ月で
　2月1日のクーデターから12月3日までの
約10ヵ月間に、ミャンマー各地で発生した
戦闘などにより新たに38万人の戦争避難民
が発生していることが明らかになった。ISP
ミャンマー戦略政策研究所が発表したもの。
Radio Free Asiaが12月15日に伝えた。
　これによると、戦争避難民が最も多いの
はカヤー州とザガイン管区で、いずれも10
万人と見積もられている。次いでカイン州6
万人、チン州5万人、シャン州3万人、カチ
ン州1万人となっている。このほか、マグェー
管区、エーヤワディ管区、タニンダーリ管
区でも戦争避難民が発生しているという。
　避難する理由として、人民防衛隊と国軍
との間で戦闘が発生していること、国軍部
隊が村に侵入し駐留していること、人民防
衛隊に協力しているとみなされた村が襲撃
され、焼き払われていることなどが挙げら
れている。

新型コロナ感染で約200人が
死亡、カヤー州の避難キャンプ
　隣国タイと接するミャンマー東部カヤー
州の避難キャンプで、新型コロナウイルス

の感染により約200人が死亡していたこと
が明らかになった。DVB Burmese Newsが
12月14日に伝えた。
　カレンニー諮問委員会・人道委員会職員
のクン・ミン・ナイン氏は「8月に感染者が
確認されて以降、9月に最悪な状態になった。
大半の死亡者に新型コロナウイルスの症状
が見られたが、医学的な検査は出来なかった」
と述べた。12月現在、感染者は減少してい
るという。
　避難キャンプでは医薬品が不足しており、
子どもの栄養失調による死亡例も多い。

［12月13日］
新宿・歌舞伎町の中心部が
ミャンマー一色に
　新宿区歌舞伎町のシネシティ広場（旧コマ
劇場前広場）で12月12日、ミャンマーの平
和を祈り文化を楽むイベント「ミャンマー
平和のための春の集い」が開催された。
　会場ではミャンマー料理が楽しめる屋台
村をはじめ、ミャンマー伝統舞踊などのステー
ジショー、物品販売や写真展などが行われ、
ミャンマー一色の熱気に包まれた。
　イベントに訪れた日本人は「都内にこれ
ほど沢山のミャンマー人がいたことに驚いた」
とコメント。現在のミャンマーが置かれた
状況を知らない日本人がまだまだ多いとの
声も聞かれた。

国際人権デーに各地で
サイレントデモ
　国際人権デーの12月10日、ミャンマー全
国の都市でサイレントデモが行われた。静
かな抗議行動は午前10時から午後4時まで
行われ、ほどんどの商店はシャッターを下
ろし、人通りも途絶えた。一方、ヤンゴン
市内の大手小売店は、国軍の圧力によりい
くつかの店舗を開けていたという。
　普段は車のクラクションが響き渡る大通
りもひっそりと静まりかえっていた。

クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲以前は渋滞が激しかったサクラタワー周辺。現在では人の往来も
少なくなり、“ミャンマーの丸の内”の面影はない

ミャンマー国軍と人民防衛隊や少数民族武装勢力による泥沼の衝突が各地で続い
ている。ミャンマーニュースには毎日のように、戦闘、爆破、虐殺、難民といっ
た非文明的な言葉が溢れている。2022年は、事態が少しでも好転することを祈り
たい。21年12月27日までの主なニュースをピックアップする。
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［12月27日］
車両8台が焼かれ女性や子供ら
38人の焼死体が見つかる
　カヤー州パルーソー郡で12月24日、バス
や乗用車など8台が焼かれ、車両の中に38
人の焼死体が発見された。Radio Free Asia
が伝えた。
　調べによると、24日にカヤー州パルーソー
郡モーソー村で国軍とカレンニー民族防衛
隊（KNDF）、人民防衛隊（PDF）との間で戦闘
が発生し、多くの住民が周辺の村に避難し
た。焼かれた8台の車両には女性や子供など
の避難民が乗車していたとみられるが、遺
体の損傷が激しく身元は判明していない。
　クリスマス休暇でヤンゴンに帰省しよう
とした国際NGOの「セーブ・ザ・チルドレン」
のスタッフ二人が巻き込まれたとの情報も
ある。同NGOは「罪のない市民や援助関係
者への攻撃は決して容認できない」と非難
した。
　軍評議会は、車両にはカレンニー民族防
衛隊（KNDF）、人民防衛隊（PDF）の隊員が乗
車し、検問における制止を無視して通過し
たため銃撃戦に発展したと主張している。

レーケーコー周辺での衝突が
激化、避難民に食糧難の懸念
　日本財団が支援する帰還難民施設がある
カイン州ミャワディ郡レーケーコー村周辺
では、国軍とカレン民族解放軍（KNLA）の間
の衝突が繰り返されており、収束の兆しが
見 ら れ な い。DVB Burmese Newsが12月
26日に伝えたもの。
　同地域での衝突は12月15日に勃発。戦闘
激化に伴い、レーケーコーとその周辺の村（パ
ルージー、パルーレー、ティーメーワーキー、
メドータレー）では住民が全員避難しており、
戦争避難民の数は16,500人を超えたという。
　タイとの国境付近の修道院に避難してい
る避難民は、近隣の学校からの寄付を受け
ているものの、数日中に食糧が尽きるとみ
られている。

［12月24日］
国軍とコーカン軍の戦闘 
2ヵ月半で300回発生、シャン州
　直近の約2ヵ月半に、シャン州北東部コー
カン地域でコーカン軍（MNDAA：ミャンマー

民族民主同盟軍）と国軍の間で300回以上の
戦闘が発生したことが明らかになった。
Radio Free Asiaが12月23日に伝えた。
　コーカン軍の報道官によると、シャン州
モンコー郡では12月19日、国軍が500人規
模の兵士を投入し10回にわたり戦闘が発生
したという。
　同地域では10月1日から12月19日までに
300回の戦闘が発生、国軍兵士400～500人
が死亡した一方、コーカン軍側の死亡者は
10人にとどまっている。

［12月23日］
カチン州のヒスイ採掘場で土砂
崩れ、80～100人が行方不明
　ミャンマー北部のカチン州パーカン郡ター
ヤーゴン村で12月22日早朝、ヒスイ採掘場
で 大 規 模 な 土 砂 崩 れ が 発 生 し た。Radio 
Free Asiaが伝えたもので、採掘労働者など
80～100人が行方不明になっている。
　同ヒスイ採掘場は数年前から休業中で、
採掘により高く積み上げらていれた大量の
土砂が崩落したという。この土砂崩れによ
り、採掘労働者が50～70人、商人30人巻
き込まれたと目撃者が証言した。労働者の
大半は、重機などで採掘された後の土の中
からヒスイを探し出す個人事業主とみられ
る。市民団体「カチン・ネットワーク開発
基金」によると、80人以上が湖に転落した
まま生存が確認できていないという。
　カチン州のヒスイ採掘場では、違法採掘
による崩落事故がたびたび発生しており、
2015年と2020年にも大規模な土砂崩れが
発生し、数百人規模の死者が発生している。

国軍と人民防衛隊の戦闘が
激化、ザガイン管区
　ザガイン管区インマービン郡で国軍と人
民防衛隊（PDF）の間で戦闘が激化し、1ヵ月

で国軍兵士60人が死亡したことが明らかに
なった。地元の人民防衛隊（YOMA Fighter 
PDF）の発表をRadio Free Asiaが12月22日
に伝えた。
　これによると、12月22日午前10時ごろ
インマービン郡ノンジー村付近で国軍と地
元の人民防衛隊（PDF）との間で戦闘が発生
し、カニ郡、パレー郡、モンユワ郡などか
ら人民防衛隊が戦闘に参加した。
　地元の人民防衛隊（YOMA Fighter PDF）
は地元住民に対し、インマービン郡からカ
レーワ郡、カニ郡、サーランジー郡、パレー
郡にかけて戦闘が発生する可能性が高いと
して移動しないように警告した。インマー
ビン郡周辺では、直近の1ヵ月に15回の戦
闘が発生している。

国軍工場を結ぶ
送電線が爆破
　バゴー管区ピィ郡区で12月22日早朝、国
軍第19防衛機器工場（KPAS 19）に接続する
送電線が何者かにより爆破された。DVB 
Burmese Newsが伝えた。
　地元人民防衛隊のピープルシャドウレン
ジャー（PSR）によると、送電線の爆破後、正
午頃に国軍兵士が市民に向けて発砲を繰り
返したという。
　同郡区では、12日に管理事務所の保安検
査場が襲撃され、少なくとも3人の国軍兵士
が死亡する事件があった。

［12月22日］
マグウェー管区で石油
パイプライン爆破か
　マグウェー管区パコック郡区カンマ市で
12月21日早朝、タージータウン油田とアヤー
ドー油田を結ぶ石油パイプラインに爆発が
発生した。DVB Burmese Newsが12月21
日に伝えた。
　地元住民によると、21日午前5時半ごろ
に身元不明のグループが襲撃したという。
爆発後に消防車と約80人の国軍兵士が6台
の軍用車で現場に急行しており、周辺住民
は避難している。

こ国境貿易の主要ルートで
戦闘、一時通行止めに
　タイとの国境に接するカイン州コカレイ郡

最新情報はMYANMARJAPONのウェブサイトにて随時更新中　https://myanmarjapon.com

のアジアハイウェイで戦闘が発生し、一部の
区間が通行止めになった。DVB Burmese 
Newsが12月21日に伝えた。
　調べによると、12月21日午前11時ごろ
から国軍とカレン民族解放軍（KNLA）と人民
防衛隊（PDF）の合同軍との間で戦闘が発生
したため、アジアハイウェイのミャワディ
～コカレイ区間が1時間以上通行止めとなっ
た。この付近では12月20日にも戦闘が発生
し、国軍兵士2人が死亡している。
　アジアハイウェイは、ミャンマー・タイ
国境貿易の主要ルートとなっている。

空港で起爆装置用の雷管98個を
発見、運び屋の女性らを逮捕
　マンダレー国際空港で起爆装置に使用さ
れる雷管98個が発見され、運び屋の女性（20
歳）が逮捕・拘束されたことが明らかになっ
た。 国 営 新 聞Myanma Alinnが12月22日
に伝えた。
　発表によると、この女性は12月20日午前
にマンダレー国際空港からザガイン管区ガ
ンディに向かう航空機に搭乗予定で、保安
検査場で検査を受けた際に雷管98個を所持
していることが発覚、その場で警察隊によ
り逮捕・拘束された。

［12月21日］
ヤンゴンの商業施設、
全店再開も未だに閑散
　ミャンマー最大級のショッピングセンター

「ミャンマープラザ」で警備員が若者らに暴
行を加えた事件からまもなく1ヵ月。施設内
のテナントはほぼ全店が再開したが、未だ
に閑散としている。Mizzimaが12月20日に
伝えた。
　ミャンマープラザは、クリスマスイベン
トとして30,000Ks（およそ1,920円）の購入
者を対象にラッキードローイベントを実施
しているほか、2022年1月15日まで駐車場
を4時間無料にするとFacebookを通じて告
知しているが、来客の多くは外国人でミャ
ンマー人が買い物する姿はほとんど見られ
ないという。ある店舗のオーナーは、軍評
議会側の圧力により現在は開店を強いられ
ていると語った。
　事件は、11月25日に軍評議会に反対する
若者グループが店舗1階の広場で横断幕を掲
げて抗議のシュプレヒコールをあげたところ、
施設の警備員らが駆け付け若者らに暴行を
ふるい参加者の女性らが負傷した。これに
対してヤンゴン市民が激高し、ミャンマー
プラザに対するボイコットが続いている。

クーデター以降、ヤンゴン
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クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲以前は渋滞が激しかったサクラタワー周辺。現在では人の往来も
少なくなり、“ミャンマーの丸の内”の面影はない

ミャンマー国軍と人民防衛隊や少数民族武装勢力による泥沼の衝突が各地で続い
ている。ミャンマーニュースには毎日のように、戦闘、爆破、虐殺、難民といっ
た非文明的な言葉が溢れている。2022年は、事態が少しでも好転することを祈り
たい。21年12月27日までの主なニュースをピックアップする。



国 業種 事業概要 投資メリット 資金用途・案件背景 売上 
(USD M)

ミャンマー Financials
中小企業を顧客とする、ミャンマーのリース
会社。オフィスはヤンゴン、マンダレー、その
他の地方にある

ミャンマー国内で競合他社が少
ない

設備投資、運転資金、リース用設
備の購入 TBD

タイ Construction
不動産管理に特化したB2Bコンサルティング
企業。建設前の段階から建設後まで、エンド
ツーエンドでサービスを提供している

2015年の設立以来、大手企業を
中心に150件以上のプロジェクト
を遂行してきた。新型コロナ前の
EBITDAはUSD1M

負債の返済、事業拡大 3.2

タイ Education
世界水準の教育とスポーツトレーニング施設
を備えた、スポーツアカデミーの建設プロジェ
クト

英国の優秀な学校やプレミアシッ
プ・フットボールクラブとのパー
トナーシップ

土地を購入し、校舎を建設する N/A

タイ Education
バンコクで25年の歴史を持つインターナショ
ナル幼稚園。140人以上の生徒が在籍してお
り、小学校の設立に向けて拡張中

フランス語とドイツ語のバイリ
ンガルクラスを提供する数少な
い幼稚園の一つ。今後は小学校で
言語の選択肢を増やす予定

新校舎の建設、学校備品の購入 TBD

タイ Leisure パンガーベイの海岸沿いに位置する、90室の
4つ星リゾート 

プーケット国際空港から車で北
へ1時間のところに位置し、ビー
チまではたった数歩

オーナーは複数の物件を所有し
ており、他の物件に集中するため
本物件の売却を希望

TBD

タイ Logistics コンテナや普通貨物の内陸輸送、プロジェク
ト貨物の取り扱いなどを行う物流会社 

24時間あらゆる種類の貨物を目
的地まで内陸輸送するサービス
を提供

倉庫用地の購入 2.8

タイ Logistics 自社ブランドのラッシングとリフティング資
材を持ち、重量貨物を扱う物流会社

経験豊富なチームが、リーズナブ
ルな価格でソリューションを提
供

倉庫用地の購入 0.8

タイ Real estate

コンドミニアム、ショップ、ショッピングモー
ルを含むノンタブリのグリーン不動産プロジェ
クト。プロジェクトのオーナーは、すでに土
地を購入し、基礎構造と景観を整えている

コロナ禍により商業施設を魅力
的な価格で購入出来るチャンス 施設建設 N/A

タイ Real estate

ホテル、ショップ、レストラン、オフィス、住
宅などで構成されるバンコクの大型不動産開
発において、資産価値向上のためのリノベー
ションのための資金調達を行っている

1年目から10年目までの売上は年
間USD12M以上を見込んでいる 施設・設備の改修 N/A

ベトナム Education ベトナムで6つのプリスクールを運営し、400
人以上の生徒を抱える教育機関

7～9ヵ月でプリスクールが満員
になる急成長を見せている 他事業に集中するため 0.8

ベトナム Financials

ベトナムの中小企業向けの決済・サービスプ
ラットフォーム。国内外のカード決済やQR
決済など、あらゆる種類の決済に対応してい
る

7万台以上の POS 端末を導入済
みで、2022年に IPO を予定して
いる

研究開発、人材、オペレーション、
新たな顧客の獲得 31.4

ベトナム Financials
ベトナムの大手損害保険会社の一つ。個人・
法人の顧客に健康保険・傷害保険・自動車保険
を中心とした幅広い保険商品を提供している

ベトナムの全都市・全省をカバー
する広範なネットワークを持つ

成長を加速させ、業界のリーダー
になるための戦略的パートナー
を探している

TBD

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Manufacturing)

パン・製菓材料のメーカー。ケーキやクッキー
のフィリング、トッピングクリーム、シロッ
プなどを製造している

顧客のニーズに合わせて多様な
製品を生み出すことができる最
新の生産ラインを導入

顧客基盤の拡大と機能追加によ
るビジネスの拡大 5.6

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Manufacturing)

中部ベトナムに所在する水産加工会社で、主
にキハダマグロの輸出を行っている

希少なロブスター養殖市場にお
ける現地の高い潜在需要の取り
込み

2022年にJVにてロブスター稚エ
ビの生産事業への参入を計画 8.4

ベトナム
Food & 
Beverage 
(Trading)

食品原料（乳製品、穀物製品、油脂、調味料）、
食品添加物（香料、着色料）、食品機械・器具の
卸売業者

製品はベトナム全土のスーパー、
パン屋、製菓会社などに広く流通
している

顧客基盤の拡大と機能追加によ
るビジネスの拡大 22.0

ベトナム Real estate 主に日本のテナントが占める、ハノイの15階
建てオフィスビル

高い基準で建設されたモダンな
ビルで、ビジネスのために最適な
作業スペースを提供している

不動産開発プロジェクトに注力
するため、本ビルの売却を希望 TBD

MJIホールディングス株式会社 
東京都中央区日本橋3-2-14新槇町ビル別館第一1F　Tel : 03-5698-2165（日本）　Email : info@myanmarjapon.com

お問い
合わせ

ミャンマー・タイ・ベトナムM&A情報

M&Aの進め方
売主からの情報提供の後、貴社にてM&A検討開始
◉初期的Q&Aリクエスト
◉事業環境分析
◉対象会社の強み・弱みの把握
◉買収後のシナジー構想・事業計画策定

貴社・売主間で以下の初期条件について合意ができた場合、書
面で意向表明書（LOI）を締結
◉買収（出資）価格
◉出資スキーム
◉期間
◉独占交渉権
◉デューデリジェンス（DD）手順
◉法的拘束/非拘束項目

対象会社情報を分析、企業価値算出、買収後の事業計画構築
◉法務・財務・税務・事業関連情報リクエスト
◉経営陣・キーマンへのインタビュー/Q&A
◉現地視察
◉事業計画策定
◉バリュエーション

DDを踏まえた最終契約条件の設定
◉買収・出資金額
◉表明保証条項
◉先行条件

取引に係る前提条件の確定/法的手続きが完了後、出資金額払
込および株式譲渡を実行

新型コロナウイルスの感染拡大などが原因で、世界におけるビジネス環境は一変した。やむなく事業を手放し
たいという企業家も少なくない。本コーナーでは、ミャンマー・タイ・ベトナムの優良M＆A案件を紹介する。
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対象会社情報を分析、企業価値算出、買収後の事業計画構築
◉法務・財務・税務・事業関連情報リクエスト
◉経営陣・キーマンへのインタビュー/Q&A
◉現地視察
◉事業計画策定
◉バリュエーション

DDを踏まえた最終契約条件の設定
◉買収・出資金額
◉表明保証条項
◉先行条件

取引に係る前提条件の確定/法的手続きが完了後、出資金額払
込および株式譲渡を実行

新型コロナウイルスの感染拡大などが原因で、世界におけるビジネス環境は一変した。やむなく事業を手放し
たいという企業家も少なくない。本コーナーでは、ミャンマー・タイ・ベトナムの優良M＆A案件を紹介する。
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タクシー運転手対策の
ミャンマー語表記
 「ラン」とはミャンマー語
で道（Road・Street）のこと。
「ブーダー」とはミャンマー
語で駅（Station）のことを
指す。
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ႏာၱလ

မ္း

東京クリニック

AEON Orange
Super Market

း္မလးူထဗးဴွမ္လုိဗ

AEON Orange
Super Market

チーミィンダイ
ၾကည့္ျမင္တုိင္
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　ホテル

　その他料理 　マンション
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　学校
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　銀行・両替

　病院
地図の記号
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松永製作所

CRECIMIENTO
Industrial
Myanmar

SCI Metal Tech
(Myanmar)

ABBA Aluminium
Myanmar Century
Steel Structure Ltd.

Fuji Trans
Logistics

SUZUKI

Guston
Amava

Myarnak

エースコックショーワ
グローブ

Yangon Can
Manufacturing

LU THAI (MYANMAR)

A & N Food
(MYANMAR)

あつみ
ファッション

METRO 
WHOLESALE
MYANMAR

KORYO CABLE MYANMAR

SEWAGE TREATMENT
PLANT（浄水施設）

大陽日酸

Marketech Integrated
Manufacturing Co., Ltd.

AJU MYANMAR

MARUBENI MYANMAR
Fertillzer

Asia Metal

NS Blue Scope  Lysaght

FUMAKILLA MYANMAR 

SEIKI TOKYU MYANMAR ROAD 

CHEMICAL INDUSTRIES

Sankyo Frontier

Agri First

Sahadharawat Can

YOJIN Cement

FUJI FILM
Myanmar

スーパーホテル

Diamond Rental

Buhler
AKTIO

Yanmar Myanmar

NMD MYANMAR

TCCC Myanmar
Limited

YANGON
BLUMARE

TOA COATING (MYANMAR)

YTL Cement

Konoike
Transportation

KUBOTA

Myanmar
Ajinomoto
Foods

CTM
PAINTS

Myanmar
Ajinomoto
Foods

RK YANGON
STEEL

Popular
Plastic

Zifam
Pyrex
Myanmar

UEM
 (UNIMIT ENGINEERING MYANMAR)

Seiji
Factory

Yusen 
Logistics

BOXPAK (MYANMAR) 

KIANJOO CAN (MYANMAR) 

VJP

江洋ラヂエーター

フォスター電機

ワコール

RYOBI

Thilawa Global Logistics
（住友商事・上組）

MJTD

Standard
Urai Paint

Millcon
Thiha Gel

DAIZEN
MYANMAR

DOWAエコシステム KAS

ALIDAC
Healthcare WATER PURIFICATION

PLANT（浄水施設）

Velbon

C J FOODS 王子Myanmar
Packaging

日通倉庫
PEB Steel
Myanmar

Indorama
Ventures Ball Asia Corp.

ヤクルト
ミャンマー

S.P.Pet Pack
Cute Myanmar

FTILL

フジワーク

500m0

 MOOZ & COMPANY

C.P.P.
Fertilizer

Trouw nutrition
YAZAKI MIZUNO
Precision Linghshing

Myanmar

Igeta & Sun
（イゲタ金網）

ZONE A
(405Ha)

ZONE B
(101Ha)

ティラワのランドマーク
である正面ゲート

ヤンゴンからは有名なチャイカウパ
ゴダを南下していくルートが一般的。
かつては凸凹だった道路も整備され、
スムーズに走れるようになった

ガソリン補給のタンクローリー
で渋滞するため、こちらは通ら
ないのが一般的

※地図上に記載
されている社名
には、建設中・
稼働中の双方が
含まれます

ヤンゴン
市内 タンリン橋

ダゴン橋

スター
シティ

ZONE
A

ティラワ経済特区
（2400Ha）

ティラワ経済特区
（2400Ha）ティラワ地区港

チャイカウ
パゴダ

正面ゲート正面ゲート

FLP
Tharkayta
（F&P）

FLP
Tharkayta
（F&P）

ティラワ経済特別区
（SEZ）

N

　工場

地図の記号

　オフィス
　倉庫
　銀行

ONE Ocean Network Express (Myanmar) Ltd. | No.422, #11-02, International Commercial Center, Strand Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
T: +95 1 8202091 / +95 1 8202083 | E: mm.sls.sales@one-line.com | W: https://mm.one-line.com/

“AS ONE, WE CAN.”
ONE DELIVERS 
YOUR EVERYDAY.
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ミャンマーで愛されて25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
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ティラワ SEZはじめ各所実績多数
鉄道工事専用機も保有
安心・安全・コンプライアンス遵守

☎ 09-45-536-6667
　kyawzin@d-rental.com 
Address: 
No.6. Thilawa Road, Kyauk Tan Township, Yangon

グループ

担当: 
Kyaw Zin Oo

建機レンタルは
ダイヤモンドレンタル
建機レンタルは
ダイヤモンドレンタル

日本語対応可

RK Yangon
Steel LS-Gaon

Cable
Myanmar

OKAMURA TRADING 
MYANMAR

Osotspa Myanmar
YUKIOH

SAINT GOBAIN

Tohno Precision
Myanmar

住友電装

DAE-A ELECTRONICS
MYANMAR

JFE Meranti
Myanmar

Oshimanoki
Myanmar

SEWAGE
SENDING
STATLON

Yangon Industrial
Gas (Thilawa)

Siam GS Battery
Myanmar

Toyo Ink
Myanmar

ティラワ経済特別区（SEZ）
ZONE B

N

※地図上に記載
されている社名
には、建設中・
稼働中の双方が
含まれます

　工場

地図の記号

　オフィス
　倉庫

　水処理場

ミャンマー
キナン

ZONE B
(101Ha)

ZONE A
(405Ha)

TOYOTA
MYANMAR

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

ZO
N
E
 A

+95-(0)9-421124747  (担当: トト) 

ミャンマーで圧倒的認知度を誇る「MJ BUSINESS」に広告を出してみませんか？　成長著し
いミャンマーでは、マーケットの競争も激化。ライバルに差をつけるために効果的なのが
「MJ BUSINESS」の広告です。日本でも発行しているため、進出前企業にも直接PRが可能。川
上を押さえることが、ビジネス成功へのカギです‼

あなたの代わりに御社をPRします！
反響抜群のMJ BUSINESS 広告
あなたの代わりに御社をPRします！
反響抜群のMJ BUSINESS 広告

【発行部数】
 ミャンマー1000部  
 日本4000部（東京商工会議所など200ヵ所）

【問い合わせ】 Tel. +（81）-（0）3-5698-2155   E-mail. info@myanmarjapon.com

20211
vol.91

Monthly Magazine

菅義偉 首相

年頭挨拶

茂木敏充 外務大臣丸山市郎在ミャンマー日本国特命全権大使 コロナ禍で活躍する日緬企業からのメッセージ

新春特集

今月のビジネスニュースを網羅

BUSINESS NEWS DIGEST

写真提供 : 内閣広報室

ソー・ハン駐日ミャンマー連邦共和国
特命全権大使

TOP×INTERVIEW

NLDが圧勝！ 日本財団・笹川陽平会長の特別寄稿ほか

Special Issue 



ヤンゴン発！ ミャンマー情報を網羅した月刊日本語情報誌

MYANMAR JAPON BUSINESS MEDIA GUIDE

ミャンマーの日本語情報誌 支持率No.1!!
ミャンマーの日本人から最も信頼される媒体といえば
「MJビジネス」。圧倒的な配布箇所を誇り、コンテンツ
はミャンマーでのビジネスと生活に必読の最新情報を
網羅。特に毎号の特集、政治家や経済人インタビュー

などは注目度も高く、さらに話題のトピックを解説した連
載など質の高い情報を提供、「非常に見やすい」ヤン
ゴンマップなど利便性も支持されています。ビジネスと
生活に欠かせない一冊です！

配布先

ミャンマーで

1,000部!

4,000部!
日本で

両国で

5,000部!!
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M
onthly Magazine
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Diamond Rental Myanmar
横田圭右 Managing Director

,#-(.#/*01

支援団体をピックアップ
ミャンマーへの寄付
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逢沢一郎 
衆議院議員
日本・ミャンマー友好議員連盟 会長

23.4)52678)69

スー・チー国家顧問が
初めて公判出席など
クーデター関連ニュースまとめ
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菅義偉 首相
年頭挨拶

茂木敏充 外務大臣
丸山市郎
在ミャンマー日本国
特命全権大使

コロナ禍で活躍する
日緬企業からのメッセージ

新春特集

今月のビジネスニュースを網羅
!"#$%&##'%&(#')$*&#+

写真提供 : 内閣広報室

ソー・ハン
駐日ミャンマー連邦共和国
特命全権大使

+,-.$%+&/0$&(

NLDが圧勝！ 日本財団・笹川陽平会長の特別寄稿ほか

#123456'$7782'

【ミャンマー】JCCM加入企業
ほか日系企業(直接配布&郵送)、
JETROヤンゴン
【日本】全国17地銀、東京商工会議所、
大阪商工会議所、全国主要商工会議所
など（日本で200箇所以上）

政治家や経営者インタビュー「TOP対談」、注目の話題を取り上げる特集、最新ニュース「NEWSDIGEST」、JETROや会計事務所、
法律事務所の連載など

反響抜群の広告、記事が最大の強み！

創刊 : 2013年6月20日 
発行 : 毎月1日／月刊
発行部数 : 5,000部（ミャンマー1,000部、日本4,000部）
仕様 : A4中綴じ・フルカラー
価格 : 無料

特約メディア : Myanma Alinn（The New Light of Myanmar） / 
The VOICE Daily / 7DAY DAILY / 7DAY WEEKLY / 
MYANMAR TIMES / Radio Free Asia / DVB Burmese News / 
VOA Burmese News / Voice of Myanmar / Mizzima / 
Pen Myanmar / Kamayut Media / Khit Thit Media / 時事通信社

[ 媒体概要 ]
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2008年式中古アルファード（*約45,000USD~51,000USD）とほぼ同程度の価格帯
*1USD=1,900MMK、出典：CarsDB（2021年10月）




