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◀︎ミャンマー民族料理の
講演会も開催

喫茶店で偶然の出会い
半年間の猛勉強で日本ビザ取得

永杉　お蔭様で、ミャンマージャポ
ンはこの7月号で創刊9周年を迎えま
す。2013年から今までTOP対談や取
材に応じて頂いた方、クライアント
の皆様にはこの場をお借りして心よ
り御礼を申し上げたいと思います。
レー　ミャンマージャポンさんは日
本語の勉強もかねて昔から愛読して
いましたが、9年目になるのですね。
本当におめでとうございます。大変
だと思いますが、これからもミャンマー
と日本のために頑張ってください。
永杉　さて、本日は東京池袋にある
ミャンマー料理レストラン「Spring 
Revolution Restaurant」に来ていま

す。クーデターに抵抗するミャンマー
国民を支援する目的で2021年6月に
開業した店で、店名は市民不服従運
動が「春の革命」と呼ばれたことに
ちなんでいます。今回お話をうかが
うのは、発起人であるレー・レー・
ルインさん。都内病院で看護師をし
ながら、ボランティアの一員として
お店の運営にあたっている方です。
まず、日本で看護師になるまでの半
生を教えてください。
レー　生まれはマンダレー近郊の小
さな村です。幼少期は公務員だった
両親の転勤に伴ってカチン州などで
暮らしていました。子どもの頃から
読書が趣味でしたが、特にミャンマー
の有名な外科医の活躍を取り上げた
本が大好きで、自分も外科医を志望
するようになりました。成績は良く、
医大に進学する条件はクリアしてい
たのですが、残念ながらミャンマー
の医学界は実力主義ではありません。
男女差別が根強く、女性が医大に進
学するためにはコネクションの有無
や親の経済状態に左右されるのが現
実です。それで医大を諦めて、マン
ダレーの看護大学に進学しました。
当時は酷く落胆していましたね。自
分よりも成績が良くなかった人が医
師の卵として活動しているのを目に
したときは、看護大学を辞めてしま
おうかとまで悩みました。ミャンマー
はリスタートが難しい社会なので中
退はしませんでしたが、この閉鎖的
な国で働くことはできないと考えて、
英語の勉強に力を入れ、海外で働く
ことを希望していました。
　そのようなとき、日本語を学ぶ友
人から日本で看護師をする道もある
ことを教えられました。もともと日

本のアニメやドラマが大好きだった
ので、日本語の勉強も始めることに
したのです。
永杉　今はとても流暢な日本語を話
されていますが、勉強をし始めたの
は比較的遅かったのですね。当初か
ら日本への留学を視野に入れていた
のですか。
レー　いいえ。ビザ取得のためには
日本語能力試験の2級（N2）程度が
必要なのですが、当時は「あいうえお」
レベルでしたから、日本語学習は趣
味程度で、あくまでも英語を生かせ
る国へ行くことが第一目標でした。
　でも、その時期にとても大きな出
会いがあったのです。ある日、学校
の近くの喫茶店に入ったら、言葉が
通じずに困っている日本人男性がい
ました。注文のお手伝いをしてあげ
たその人が、看護大学に視察で訪れ

ていた白鳳短期大学の理事長だった
のです。そこから交流が始まり、理
事長がプライベートで行っている貧
困地域のボランティアのお手伝いを
するなどの関わりを続けてきました。
そして卒業後に理事長から、日本で
勉強しないかとお誘いを受けたので
す。その頃もN2には程遠いレベルで
したが、半年間猛勉強して受験しま
した。結果は５点ほど足りず不合格
だったのですが、合格点に近い点数
を取れたことでビザが発給されまし
た。そして来日したのが2013年のこ
とです。
永杉　N2に不合格だったとはいえ、
半年間の勉強でビザを発給されるま
でレベルアップされたことはとても
素晴らしいと思います。しかし、来
日当初は相当なご苦労もあったので
はないですか。

第 回98
このコーナーでは、MYANMAR 
JAPON代表の永杉が毎回、日
本・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。

レー・レー・ルイン 永杉豊
Spring Revolution Restaurant 発起人・看護師 MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

ミャンマー支援のレストランを日本に
【今回のテーマ】

マンダレー近郊の村に生まれ、幼少期は両親の転勤に伴
いカチン州などで過ごす。マンダレー看護大学に進学し、
卒業後はAsia Royal Hospitalに勤務。2013年に来日
し、奈良県の白鳳短期大学で学び2017年に卒業。同年、
日本の看護師国家資格に合格する。現在は都内病院の感
染症研究病棟に勤務。クーデターをきっかけに2021年6
月、「Spring Revolution Restaurant」を開き、ボランティ
アの一員として運営にあたっている。

レー・レー・ルイン

Spring Revolution Restaurant発起人・看護師

LAE LAE LWIN

日本の親が実の娘のように支援してくれた
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MJIホールディングス代表取締役、NPO法人ミャンマー
国際支援機構代表理事。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6月より日本及びミャンマーで情報誌「MYANMAR 
JAPON」を発行、ミャンマーニュースサイト「MYANMAR 
JAPONオンライン」とともに両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に所属。
近著に『ミャンマー危機 選択を迫られる日本』（扶桑社）。

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO    

Nagasugi Yutaka

▲ミャンマーを応援するメッセージが壁面に散りばめられている

◀︎在日ミャンマー人ら
による困窮者支援のた
めのクラウドファン
ディング企画会議

▶︎新型コロナ感染
者のための在宅ケ
ア看護も行う

レー　9月に来日して、入学する翌年
の4月まで某病院で看護助手のアルバ
イトをしました。学費の他に生活費
も稼がなければいけないので、その
病院から得られる奨学金を目当てに
働き始めたのです。ただ、同僚から
いじめのようなことを受けてしまい、
私も負けずに彼らに対抗していまし
た。しかし、病院側からは言語的な
問題もあり、日本人でも難易度の高
い看護師試験に合格するのは難しい
と判断され「奨学金は出さない」と
通告されてしまいました。途方に暮
れて他の奨学金制度を探していたら、
病院の看護師長の方が助け舟を出し
てくれました。彼女は私の仕事ぶり
を高く評価してくれていて、個人的
に支援したいと申し出てくださった
のです。それで学費と生活費の目処
を立てることができ、2017年に白鳳
短期大学を卒業して、国家試験にも
合格できました。
　看護師長ご夫妻には資金援助だけ
でなく、本当の娘のように接しても
らっていて、私も日本のお父さんお

母さんだと思っています。お二人に
は心から感謝しています。

少数民族の料理を提供
新たなコミュニティの場に

永杉　そして卒業後は都内有名病院
の感染症研究病棟に勤務し、今では
新人看護師の教育も担当されるなど
着実にキャリアを積み重ねてこられ
ました。しかしそのような中、2021
年2月に母国ミャンマーでクーデター
が発生。6月には在日ミャンマー人ら
に呼びかけ、ミャンマー人オーナー
のもとでミャンマー支援のためのお
店を開店させました。
レー　最初は自分の収入から支援金
を工面していましたが、そのやり方
では長続きしません。ミャンマーの
現状を知ってもらい、広く支援を求
める形に変えていかなければいけな
いと感じました。そこで、皆が興味
を持つ「食」を通じた活動にすれば
注目されやすくなると考え、開店を
決意しました。私も含めてスタッフ
は完全ボランティアで、利益は全額

支援金に回しています。
永杉　本格的なミャンマー料理を味
わえると評判です。特に昼間のラン
チビュッフェが１時間1,200円でさま
ざまなものが食べられて好評だとか。
レー　馴染みのない国の料理を食べ
るとき、一品料理を頼んでそれが口
に合わなかった場合、その国の料理
全部が苦手だと思ってしまうことが
あります。でも、食べ放題ならばい
ろいろなものを少しずつ試せるので、
口にあうものを見つけてもらいやす
くなりますよね。私はミャンマーの
惨状をアピールするだけではなく、
お店の運営を通じてミャンマーのファ
ンを獲得し、「好きな国ミャンマーを
支援したい」と思う人を増やしたい
と考えています。ですから、食べ放
題にしてミャンマー料理を好きになっ
てもらうための間口を少しでも広く
空けておきたいと考えているのです。
永杉　開店から一年経ちました。大
手メディアにも取り上げられて運営
は好調のように見えます。どのよう
な手応えを感じていますか。

レー　1ヵ月に一度は、地方の料理を
メインにしたランチビュッフェを企
画するなど、少数民族の料理にフォー
カスしていることが当店の特色なの
ですが、これに大きな手応えを感じ
ています。日本ではなかなか食べら
れない料理を提供することで、地方
出身のミャンマー人が数多く来店し
てくれるようになり、ミャンマー人
コミュニティが広がり成長しました。
お店が交流の場になりはじめていて、
これからさまざまな活動をする上で
も重要な場所を作れたと思っています。
　また、少数民族の料理を提供する
ことは日本人へのアピールという意
味でも手応えを感じています。多民
族国家であるミャンマーという国を
知ってもらい、それぞれの民族の文
化や風習も楽しんでもらえればうれ
しいですね。

ミャンマーが平和になったら
諸外国を助ける活動をしたい

永杉　レーさん個人としてどのよう
な将来像を描いていますか。
レー　昔は、英語を生かすべくオー
ストラリアに行って医学の道のキャ
リアアップをしたいと考えていまし
た。ただ、クーデター後はその思い
がなくなりました。今は人を助ける
活動を続けたいと思っています。こ
の店はボランティアスタッフに支え

られて存続できているので、私も誰
かの活動をサポートできる人間であ
りたいと思います。今は、この思い
をミャンマーに向け、国を立て直す
ことに尽力します。そして、いつの
日かミャンマーが再び発展の道を進
むようになった時は、諸外国で苦し
んでいる人々を助ける活動を始めた
いと思います。
永杉　レーさんの半生をうかがって

いると、人との出会いに加えてご自
身の大変な努力で道を切り拓いてき
たことがわかります。それは今も続
いていています。ただ、まずはご自
身の健康が第一です。お身体をいた
わりながら、息の長い活動を続けら
れることを願います。本日はお忙し
い中ありがとうございました。今か
ら美味しいミャンマー料理をいただ
きたいと思います（笑）

人々に自立をうながす支援の形を模索したい
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MJIホールディングス代表取締役、NPO法人ミャンマー
国際支援機構代表理事。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6月より日本及びミャンマーで情報誌「MYANMAR 
JAPON」を発行、ミャンマーニュースサイト「MYANMAR 
JAPONオンライン」とともに両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に所属。
近著に『ミャンマー危機 選択を迫られる日本』（扶桑社）。

永杉 豊

MYANMAR JAPON CO., LTD. 
CEO    

Nagasugi Yutaka

▲ミャンマーを応援するメッセージが壁面に散りばめられている

◀︎在日ミャンマー人ら
による困窮者支援のた
めのクラウドファン
ディング企画会議

▶︎新型コロナ感染
者のための在宅ケ
ア看護も行う
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てもらうための間口を少しでも広く
空けておきたいと考えているのです。
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手メディアにも取り上げられて運営
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お店が交流の場になりはじめていて、
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も重要な場所を作れたと思っています。
　また、少数民族の料理を提供する
ことは日本人へのアピールという意
味でも手応えを感じています。多民
族国家であるミャンマーという国を
知ってもらい、それぞれの民族の文
化や風習も楽しんでもらえればうれ
しいですね。
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な将来像を描いていますか。
レー　昔は、英語を生かすべくオー
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リアアップをしたいと考えていまし
た。ただ、クーデター後はその思い
がなくなりました。今は人を助ける
活動を続けたいと思っています。こ
の店はボランティアスタッフに支え

られて存続できているので、私も誰
かの活動をサポートできる人間であ
りたいと思います。今は、この思い
をミャンマーに向け、国を立て直す
ことに尽力します。そして、いつの
日かミャンマーが再び発展の道を進
むようになった時は、諸外国で苦し
んでいる人々を助ける活動を始めた
いと思います。
永杉　レーさんの半生をうかがって

いると、人との出会いに加えてご自
身の大変な努力で道を切り拓いてき
たことがわかります。それは今も続
いていています。ただ、まずはご自
身の健康が第一です。お身体をいた
わりながら、息の長い活動を続けら
れることを願います。本日はお忙し
い中ありがとうございました。今か
ら美味しいミャンマー料理をいただ
きたいと思います（笑）

人々に自立をうながす支援の形を模索したい
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入口での乗降は多少見
られたが、それ以外の
通行車両が極端に少な
かった。雨のせいか、
通行人も自転車も見ら
れない。先月行われて
いた外装工事は終わっ
たようだ。

昨年2月以降も那覇
経由の臨時便として
運航を継続していた
が、5月13日で最後
に。これまでの感謝
と敬意を込めて…

飲食店は通常通り営業しているが、閑
古鳥が鳴いていた。Food Pandaなどの
デリバリー自転車も見られなかった。

週末の来客が回復しつ
つあるとの報道もある
が、平日のこの日はほ
とんど人が見られない。
隣接するセドナホテル
もクローズ。City Mart
への物流車両以外の動
きはほとんどない。

道端のお店はほとんどクローズ。銀行
に出入りする人が多少見られた程度。

燃油価格の
高騰が止ま
らない。燃
料不足で、
一部の種類
が欠品して

いるところも多い。停電する時間が短くなり、
天然ガススタンド（CNGステーション）の車
列は解消したようだ。

渋滞どころか、不気味なくらい静か。
燃油高騰と入手の困難さから、出控
えていると思われる。歩行者も皆無
で、店舗も閑散としていた。

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（特記以外6月10日撮影）。

雨期に入り、気温は下がり多少は過ごしやすくなった。電力消費量も抑えられているのか、以前よりも停電時間が短い。警備の目が
厳しい状況は続いており、レーダン交差点とサンチャウン交差点付近での撮影は出来なかった。

定点観測
ヤンゴン

アーカイブ

サクラタワー前

＜編集部が選ぶ過去の一枚＞ミャンマープラザ付近

スーレーパゴダ付近 ボージョー アウン サン マーケット

ヨーミンジー通り ガソリンスタンド

NH813便、ヤンゴンに到着（2020年3月撮影）

ボヤニュン通り

マーケッ
ト自体は
クローズ
で、静ま
りかえっ
て い た。

一方、Junction City周辺では賑わいを見せて
おり、買い物客やバス待ちの人が多かった。



　住居で生活するうえで必要な家電について
ミャンマーの電気、コンセント、家電について少し
基本的なことも含めてお伝えします。
　コンセントのプラグは3本の挿し口があるＢF
タイプ（又はＢ３タイプ）と呼ばれるものが多く、そ
れ以外にも物件によって多種のプラグが使用さ
れています。その場合、差し込み口を変えるアダ
プターが必要ですが、現地にて1つ100円程度
で買えるので日本で購入する必要はありませ
ん。また多くのサービスアパートでは、差し込み
口がユニバーサルコンセントという、全ての形状
のコンセントが差せる万能な形になっている為、
アダプターは不要なことが多いです。

ミャンマーの電気コンセント、家電について
　日本の電圧は100ボルトですが、ミャンマーの
電圧は220~240ボルトです。その為、日本で使
用しているDVDデッキなどの家電をミャンマー
に持ってきて使う場合、変圧器を使用しないと
故障してしまうものが多く存在します。また、ミャ
ンマーでは電圧が不安定になることも多くあり
ます。新しい大型の物件では電圧の制御盤が
設置されてるのですが、古い物件ではそのよう
な機器の設置がない為、セーフガードと呼ばれ
る、個別に家電に取り付ける過電圧防止装置
を設置する必要があります。
　但し、ミャンマーの物件は以前のコラムでも記
述しましたが、一般的な家電一式は住居に付

いていることが多いです。赴任時に持ってこられ
る家電は、携帯電話、ノートパソコン、デジカメな
どがメインかと思いますが、これらの家電は充
電器に変圧機能がついており海外どこでも使
えるものが多いので、あまり気にされる必要は
ないかと思います。詳細は、アダプターの裏側に
対応してる電気の規格の記載があるので、念
の為確認をされることをおすすめ致します。もし
DVDデッキ、デスクトップのパソコン、炊飯器な
ど住居に付帯してない家電を持参される際は、
変圧器などが必要になるケースが多いですが、
高重量かつミャンマーでも購入が可能なので、
現地での購入をおすすめ致します。

2022年6月に入っても、前月同様、外貨流出の抑制に向けた各種の

制限措置が継続しています。外貨送

金や輸入ライセンス発行の遅延など、

事業環境の厳しさが増しています。

新会計年度における
2カ月連続の貿易赤字

　6月10日現在、外貨送金の許認可を

与える外国為替監督委員会（FEC）

や、輸入ライセンスの発行を許可す

る会議が週2回、ネピドーで開催され

ています。コロナ禍以前のミャンマー

は、主となる輸出産業が脆弱なため、

資本財、中間財、消費財共に慢性的

な貿易赤字を抱えておりました。そ

の一方で、外国直接投資の流入や旅

行収支の黒字などが貿易赤字を補い、

外貨準備高は増加傾向にありました。

しかし、2020年3月末以降の国際旅

客便の着陸禁止措置や新規入国のた

めの査証（ビザ）の発給停止措置な

どを機に、人の往来や新規外国直接

投資の大幅減などにより、外貨収入

が閉ざされてしまいました。こうし

た流れの中で、2021年2月に政変が

発生し、現在に至っています。

　そのため、当局としては、債務の

不履行（デフォルト）を避けるため

にも、輸入代替型の政策や輸入の抑

制といった伝統的な手法で、外貨を

統制せざるを得ず、特に輸入代金の

国際決済を伴う事業者にとってのビ

ジネス環境は厳しさを増しています。

そのため、一義的な対応策としては、

時間的にかなりの余裕をもった各種

日系企業動向、ミャンマーの新潮流を読み解く
JETRO STREAM

の申請手続きや状況の情報収集が必

要になっております。

　なお、直近の暑季下においては、

ウクライナ戦争の勃発などによる油

価の国際的な価格上昇などにより、

中間財の輸入金額が増加し、4月は

8,038万ドルの赤字、5月は1億1,610

万ドルの赤字となりました。このよ

うに貿易赤字が続くと、輸入ライセ

ンスの発行にあたっては、当局の方

向性が慎重になり、貿易収支の帳尻

を合わせるためにも6月以降も許可に

時間が掛かることが想定されます。

国内取引はチャット取引に移行

　ミャンマーではドル決済を慣例と

するビジネス取引が主流でした。し

かし、国内銀行間の

ドル送金が制限さ

れ、ま た、中 央 銀

行による度重なる

チャット取引の要請

通達を受け、最近で

は国内取引をチャッ

ト取引に移行する

ケースが増えてきて

います。

　6月3日には、中

央銀行より日本のメ

ガバンク3行を含む

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。

幻想的なインレー湖（筆者撮影）

すべての銀行が保有する外貨の5％を

チャットに換金するよう指示があり、

邦銀の主要顧客である日系企業の保

有する外貨が強制兌換される一歩手

前まで来ました。しかしながら、6月

7日の中央銀行と銀行による会議の場

において、口頭ベースであるものの、

外資比率10％以上の企業は対象から

外すとの方針が示され（6月16日付の

議事録にて記載）、一旦、強制兌換は

保留されている形となっています。

　このように外貨統制をめぐる動き

は2021年4月18日のタイとの国境貿

易の各種飲料等の輸入禁止措置を契

機に継続的に続いており、日系社会

では先行きの不透明感を危惧する声

が広がっています。

外貨統制が続く事業環境第87回
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　住居で生活するうえで必要な家電について
ミャンマーの電気、コンセント、家電について少し
基本的なことも含めてお伝えします。
　コンセントのプラグは3本の挿し口があるＢF
タイプ（又はＢ３タイプ）と呼ばれるものが多く、そ
れ以外にも物件によって多種のプラグが使用さ
れています。その場合、差し込み口を変えるアダ
プターが必要ですが、現地にて1つ100円程度
で買えるので日本で購入する必要はありませ
ん。また多くのサービスアパートでは、差し込み
口がユニバーサルコンセントという、全ての形状
のコンセントが差せる万能な形になっている為、
アダプターは不要なことが多いです。

ミャンマーの電気コンセント、家電について
　日本の電圧は100ボルトですが、ミャンマーの
電圧は220~240ボルトです。その為、日本で使
用しているDVDデッキなどの家電をミャンマー
に持ってきて使う場合、変圧器を使用しないと
故障してしまうものが多く存在します。また、ミャ
ンマーでは電圧が不安定になることも多くあり
ます。新しい大型の物件では電圧の制御盤が
設置されてるのですが、古い物件ではそのよう
な機器の設置がない為、セーフガードと呼ばれ
る、個別に家電に取り付ける過電圧防止装置
を設置する必要があります。
　但し、ミャンマーの物件は以前のコラムでも記
述しましたが、一般的な家電一式は住居に付

いていることが多いです。赴任時に持ってこられ
る家電は、携帯電話、ノートパソコン、デジカメな
どがメインかと思いますが、これらの家電は充
電器に変圧機能がついており海外どこでも使
えるものが多いので、あまり気にされる必要は
ないかと思います。詳細は、アダプターの裏側に
対応してる電気の規格の記載があるので、念
の為確認をされることをおすすめ致します。もし
DVDデッキ、デスクトップのパソコン、炊飯器な
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どを機に、人の往来や新規外国直接

投資の大幅減などにより、外貨収入
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た流れの中で、2021年2月に政変が
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不履行（デフォルト）を避けるため
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ジネス環境は厳しさを増しています。

そのため、一義的な対応策としては、

時間的にかなりの余裕をもった各種

日系企業動向、ミャンマーの新潮流を読み解く
JETRO STREAM

の申請手続きや状況の情報収集が必

要になっております。
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うに貿易赤字が続くと、輸入ライセ
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かし、国内銀行間の

ドル送金が制限さ

れ、ま た、中 央 銀

行による度重なる

チャット取引の要請

通達を受け、最近で

は国内取引をチャッ

ト取引に移行する

ケースが増えてきて

います。

　6月3日には、中

央銀行より日本のメ

ガバンク3行を含む

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。

幻想的なインレー湖（筆者撮影）

すべての銀行が保有する外貨の5％を

チャットに換金するよう指示があり、

邦銀の主要顧客である日系企業の保

有する外貨が強制兌換される一歩手

前まで来ました。しかしながら、6月

7日の中央銀行と銀行による会議の場

において、口頭ベースであるものの、

外資比率10％以上の企業は対象から

外すとの方針が示され（6月16日付の

議事録にて記載）、一旦、強制兌換は

保留されている形となっています。

　このように外貨統制をめぐる動き

は2021年4月18日のタイとの国境貿

易の各種飲料等の輸入禁止措置を契

機に継続的に続いており、日系社会

では先行きの不透明感を危惧する声

が広がっています。

外貨統制が続く事業環境第87回
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ミャンマー・日本間の往来が始まりました77

　5月から、ミャンマーと日本をつなぐ商用便が再開しました。
ミャンマー・日本間往復へのハードルが少しずつ低くなってきて
います。日本からミャンマーに入国する場合、ワクチンの（２回）
接種証明書を所持している方は、ＰＣＲ陰性証明書の提示は不
要です。
　接種証明書を所持していない方でも、ミャンマー到着前４８時
間以内の新型コロナＰＣＲ陰性証明書を所持していれば、入国可
能となりました。ミャンマー入国後、ＲＤＴ検査が行われますが、
ワクチン証明書のある方は、陰性ならすぐに入国が可能です（接
種証明書のない方は、3日間隔離）。ミャンマー当局の指定する
保険の加入と、引き続き有効なVISAは必要です。新しい情報
は、在ミャンマー日本国大使館ＨＰでチェックされることをおす
すめします。https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_-
ja/index.html。
　また、渡航の予定がある方は、たびレジの登録も行っておくと
よいでしょう。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabi-
reg/index.html
　日本からのご来緬者の方もぐっと増えてきて、往来が少しずつ
再開していると感じます。観光ビザも再開されましたが、日本か
ら来緬する日本人の方の渡航目的のほとんどは、ビジネス関連
です。内容は様々で、休眠撤退の準備に来緬する方、コロナ・政
変で滞っていた現場をてこ入れにくる方、これからさらに増強し
てビジネスを骨太にする準備に来る方。同じ業界でも会社が違
えば、コンディションも違います。それぞれの思いやミッションを
持ち、緊張感と感慨を胸にご来緬される方が多いように見受け
られます。
　ビジネスの情報は、公的機関、コンサルティング会社、法律事
務所、会計事務所などに現状を聞いたり、現地在住者や同業者
からの情報を得たりすることも有効ですが、特に困難が生じた場

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。

合など、JETROにご相談するのも、非常に有用です。JETRO内
には、投資アドバイザーの方もいらっしゃいます。https://ww-
w.jetro.go.jp/jetro/overseas/mm_yangon/ 
　また、DICA(Directorate of Investment and Company 
Administratio)の中には、引き続き、日系企業の進出をサポー
トするジャパンデスクが設けられており、専任のアドバイザーの
方も常駐されています。
　金融問題については、引き続き困難な状況が続いています。
日本からの来緬者の方の中でも、現金の持ち込みをされる方が
多く見られます。現金の持ち込みについては、到着時に申告を行
うことで、可能です。しかし、資本金として使用する場合は、海外
からの銀行送金によらなければなりません。後々のオフショア
ローンや、清算時など、資本金の着金を示す銀行のcredit 
adviceの提出が求められる場面があります。ご留意ください。
　先日の中央銀行の説明により、外資比率10％の外資企業に
ついて、ドル預金残高の強制兌換は、適用除外となりましたが、
国内外へのドル送金や、MMKからのドル両替による国外送金、
ドル預金のドル引き出しなどについては、実質滞っている状況で
す。引き続き困難が予想されます。
　税務については、税務署の機能が通常化してきました。滞って
いたタックスクリアランスも進み始めており、6月末期限の申告
についても、特別な延長措置はありません。申告や納付の遅延
について、延滞金が発生する事案が増えてきました。個人所得税
の納付について延滞金が発生する事案も出ました。各期限につ
いて、ご注意ください。キャピタルゲイン申告や印紙税など、都
度1カ月で申告納付を行わないものについて特に気を付ける必
要があります。資産の売却や契約の締結など、予定されている場
合は、これらの税金についての申告納付についてもあらかじめ
スケジュールに入れておきましょう。

ミャンマー  Right Hand Associates
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　4月28日～5月25日に発表された主な法令、通達
等は以下の通りです。

海外への労働者の送り出しに関し、規制の遵守を
求める労働省のレター（3月21日（追加掲載））
海外雇用エージェントの資格を有する者が語学
学校を設置する場合は、語学教育のみが許容され、
採用活動への関与、語学学校を利用した手数料の
徴収は許容されないこと、同資格を有する者が教
育トレーニングセンターを設立する場合は、語学
その他の教育のみを行うことができるとし、海外
雇用に関する情報を提示、拡散してはならず、手
数料を取得して海外に労働者を送り出してはな
らない旨、記載している。
また、語学学校、職業トレーニングセンターが、海
外雇用エージェントの資格なく、海外への労働者
の送り出し、サービスフィーの取得、採用活動等を
行ってはならないとしている。また、これらの違
反行為に対しては、法的措置が執られるとしている。

法務長官府（Offi  ce of Attorney General）が、法
務省（Ministry of Legal Aff airs）に格上げされた
ことに伴い、所管官庁の記載の修正等を内容と
する法律翻訳委員会法（the Legal Translation 
Commission Law）の改正（4月28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（4月
29日、5月5日、16日、20日、25日）（累計で40回目、
合計4000社の登録が抹消されている）。

COVID-19に関する各種措置の5月31日までの延
長（4月29日）

地域の発展と行政事務の円滑化のために、既存の
75のdistrictに加え、新たに46のdistrictを新設（ヤ
ンゴン管区では10のdistrictが新設されるなど、
各州、管区で新設）（4月30日）。

入国する旅客に対する検査及び検疫に関する要
求事項。ワクチン接種済の入国者について、隔離
期間を3日間にする等を規定している（5月1日）。

電気・エネルギー省を、電力省とエネルギー省に
分割（5月2日）。

国 家 食 品 安 全 政 策（National Food Safety 
Policy）の策定（5月4日）
消費者の食品安全を確保するために、関連政府機
関が効果的、統一的で一貫性のある規制を行う
ことを目的として、21頁からなる基本政策（英語）
を策定している。

輸出による外貨収入の外貨取扱銀行への入金の
期限を、アジア各国向け輸出については、45日以
内、それ以外の国については、90日以内に変更す
る中央銀行通知（5月6日）、及び違反者は輸出入
ライセンスの取り消し対象となる旨の商業省の
通知（5月6日）。

輸出による外貨収入の外貨取扱銀行への入金の期
限への違反を理由として、起訴の対象となる企業
及びブラックリストに掲載された取締役の個人情

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！

報が新聞紙上で公表されている（5月9日、12日）。

観光ビザのe-visaでの発行を5月20日から再開す
る旨のアナウンスメント（5月17日）。

同じブランド名で輸入されている他種の医薬品、
サプリメントについて、後発者は名称を変更する
必要があり、変更しない場合は、輸入推薦状が撤
回される旨発表している。（5月17日）。

豆製品、油脂植物、食用油製品の輸入ライセンス
が必要とされる製品の発表（5月23日）。

標準化法（Law on Standardization）に基づき、
259の標準規格が採用されている（5月24日）。こ
れまでミャンマーについては、電化製品を始め、
各種製品について、品質基準が設けられていな
かったが、今回、259の製品について、標準規格が
導入されている。

ミャンマー国内で、米ドル建ての取引が行われて
いる状況が散見されるとして、政府機関に対して、
MMK建ての取引を行うように指導することを求
めている（5月25日）。

※可能な限り全ての法令を網羅する努力をしております
が、全ての法令を網羅していることを保証するものでは
ありません。また、速報として分析を行っているもので、
内容について訂正させて頂く可能性がございます。
※上記内容は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。

4月28日～5月25日に発せられた法令一覧第73回

いつでも、どこでも、好きなときに読める！

MJビジネスが電子ブックに！！

②キーワード検索機能 
指定したキーワードを含むページ
のテキスト箇所が一覧表示。目的
のページに移動すると、対象箇所
がハイライト表示されます

③ペン(マーカー)機能 
３色から選んでマーキングす
ることができます。画像の切
り取りも可能なので、人と情
報を共有するときに最適な
ツール

④付箋機能 
特定のページに
付箋を付けなが
ら、テキストの
書き込みが可
能。資料のメモ
として保存する
にも非常に便利
です

MJビジネスが電子ブック化したのをご存知でしょうか。PCはもちろんこと、タブ
レットやスマホからでも同じ形式で読むことができ、キーワード検索や付箋機能、
ペン機能といった便利機能も満載です。本誌発行日当日に、ミャンマーにいなくて
も読むことができます。PDFと違い読み込みも軽く、動作もサクサク。 
ぜひチェックしてみてください。

お問い合わせはこちら

TEL : +(81)-(0)3-5698-2165
MAIL : info@myanmarjapon.com

①いつでもどこでも読める 
特別なアプリのダウンロードは不要。PCはもちろん、スマホ、タブレットなど通常のブラウザから読むことができます。

https://myanmarjapon.com/magazineMJビジネス電子ブック版

電子ブック特別価格1ページ1000ドル
広告出稿も受付中！今なら本誌の半額！本誌1ページ通常2000ドル



1918 Jul  2022Jul  2022

［6月23日］
アウン・サン・スー・チー国家顧問の
住居が刑務所敷地内に移転
　アウン・サン・スー・チー国家顧問の住
居が、ネピドー刑務所の敷地内に新築され
た施設に移転した。DVB Burmese Newsが
6月22日に伝えた。
　関係者によると、スー・チー氏は6月22
日にこれまでのネピドー市内の住居からネ
ピドー刑務所の敷地に新築された施設に引っ
越ししたという。
　スー・チー氏は2021年2月1日に逮捕・
拘束されて以降、居場所が公表されず、本
人もどこにいるのかわからない状態となっ
ていた。

ミャンマー国軍の弾圧による
犠牲者が2,000人を超える
　ミャンマーの人権団体である政治犯支援
協会（AAPP）の発表によると、国軍の弾圧に
よって死亡した市民が2,000人を超えたこと
が明らかになった。
　クーデターが発生した2021年2月1日か
ら506日目となる6月21日、集計していた
市民の死亡者数が2,000人に達した。AAPP
によると、実際の死傷者数はこれよりも多
い可能性があるとしている。
　逮捕者数は累計で14,213人となり、5月
31日時点で11,151人が拘留されている。こ
のうち、18歳未満の子どもを含む74人が死
刑を宣告されているという。

ミャンマー人が国境地域で奴隷
労働、投資詐欺グループに
　ミャンマーの若者がミャンマー・タイ国
境のミャワディやミャンマー・中国国境の
ラウカインで奴隷労働を強いられている。
DVB Burmese Newsが6月22日に伝えた。
　奴隷労働から逃れた若者の証言によると、
SNS上で月120万Ks ～180万Ks（88,000円
～132,000円）の高額報酬を謳い若者を勧

誘、デジタルマーケティングの仕事に従事
させるために国境地域に送り込まれている。
しかし、実際は外国人に対して投資を勧誘
するメールを送信し、出資金を募る仕事を
させられているという。報酬は歩合制で、1
日に最低7人の顧客を獲得しなければならな
いノルマが課せられていたという。
　この若者は「朝6時から14時間監禁され
仕事をさせられた。1日に顧客を7人獲得で
きなければ食事が与えられない上、民兵か
ら銃で小突かれたり殴られたりする。仕事
を辞めたいと言うと違約金として200万Ks

（およそ147,000円）を支払うよう脅された。
職場の環境は刑務所よりひどく地獄だ」と
コメントした。

［6月22日］
スマホ決済アプリ「NUG Pay」、
国内外でサービス開始
　民主化勢力により樹立した国民統一政府

（NUG）は、スマホ決済アプリ「NUG Pay」
の利用をミャンマー国内のほかアジアや欧米
各国で開始したと発表した。DVB Burmese 
Newsが6月21日に伝えた。
　調べによると、すでにタイやシンガポール、
韓国、オーストラリア、イギリスなどでサー
ビスが提供されており、米国やEU加盟国な
ど利用可能な国を拡大する予定だという。
　NUG 計画・財務投資省のミン・ゼーリャ・
ウー副大臣は「この決済アプリは利用者間
での送金も簡単にできる。セキュリティも
高度で、NUGが発行する国債や宝くじの購
入もできる」と説明。同省により発行され
るブロックチェーンベースのデジタル通貨・
デジタルミャンマーチャット（DMKK）は公
式通貨として利用可能。国民はDMMKまた
は従来のチャットの利用が可能で、DMMK
は中央銀行デジタル通貨（CBDC：Central 
Bank Digital Currency）と同等の価値を有
するという。

旧テレノールのアトム、
3年間で3.3億米ドルを投資
　ミャンマーの携帯キャリア大手アトム・
ミャンマー（旧テレノール・ミャンマー）は6
月8日、今後3年間で3億3,000万米ドル（お
よそ450億円）を投資すると発表した。国営
新聞Myanma Alinnが6月22日に伝えた。
　アトム・ミャンマーは、5G通信網の整備、
事業改革、メタバース（仮想空間）やマシン・
ラーニング（機械学習）など最先端技術を取
り入れた次世代通信ネットワークの構築、
人材育成などに今後3年間で3億3,000万米
ドルを投資するとした。
　同社は、サービス向上のために24時間対
応のコールセンターを設置し、企業の社会
的責任（CSR）を果たすために30億Ks（およ
そ2億2,000万円）を投じてミャンマーの保
健、教育、人道的分野に支援を実施する方
針を明らかにした。

軍評議会、ヤンゴン市内の
歩道橋利用を禁止
　軍評議会は市民に対し、ヤンゴン市内に
設置された歩道橋の利用を禁止した。DVB 
Burmese Newsが6月21日に伝えた。
　ヤンゴン市の歩道橋は、国民民主連盟

（NLD）政権時代に歩行者の安全確保のため
に建設されたもの。昨年2月のクーデター以
降、ヤンゴンでは国軍に対する抗議活動が
ゲリラ的に行われており、歩道橋など人が
密集するエリアに抗議の垂れ幕が掲げられ
ることが多い。
　また、ヤンゴン市内カマユ郡区のピィー
通りジャンクションスクエア近くに建設さ
れたミャンマー初の地下道について、昨年
10月に軍評議会トップのミン・アウン・フ
ライン総司令官が出席して開通式が行われ
て以降、市民の利用が許可されていないこ
とも明らかになった。

［6月20日］
オートバイと電動自転車の利用を禁止、
ヤンゴン管区ラインタヤー郡区
　ヤンゴン管区のラインタヤー郡区で、オー
トバイと電動自転車の利用が6月17日から
禁 止 さ れ た。Voice of Myanmarが6月18
日に伝えた。
　ラインタヤー郡区は工場労働者数が多く、
バスが運行されない場所もありオートバイ

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

と電動自転車が主な移動手段となっている。
労働者にとっては、オートバイの利用禁止
は死活問題になっている。
　報道によると、ヤンゴン管区のトゥワンテ、
タンリン地区、ダラの各郡区でもオートバ
イの利用が禁止されているという。

「軍評議会の統治で貿易黒字に転換」
軍評議会トップ成果を強調、
識者は呆れかえる
　軍評議会トップのミン・アウン・フライ
ン総司令官が「軍評議会の適切な統治によ
り貿易赤字が貿易黒字に転換した」と成果
を強調した。6月17日に行われた軍評議会
の会議で発表したもので、DVB Burmese 
Newsが6月18日に伝えた。
　軍評議会 経済・貿易省の統計によると、
各年度の貿易収支は2016年度：52億1,000
万米ドル（およそ7,034億円）、2017年度：
38億1千 万 米 ド ル（ お よ そ5,144億 円 ）、
2018年 度：10億 米 ド ル（ お よ そ1,350億
円）、2019年度：13億6,900万米ドル（およ
そ1,848億円）、2020年度：6億7千万米ド
ル（およそ905億円）の貿易赤字となってい
たが、軍評議会統治下の2021年度半期の貿
易収支は1億6,900万米ドルの黒字を記録し
た。
　これに関して経済専門家は「軍評議会が
統治したことにより外国からの投資が減少
し、必要な設備や原料の輸入が激減したた
め黒字に転換しただけ。投資の停滞は国の
発展に大きなマイナスになるだろう」と苦
笑した。

［6月17日］
ヤンゴン市内で爆発が相次ぐ、
日本食レストラン前でも
　ヤンゴン市内で6月16日、4か所で爆発
が発生し1人が重傷を負った。Radio Free 
Asiaが伝えた。
　調べによると、16日午前11時頃、ダゴン
郡区ボヤニュン通りの日本食レストラン前
で爆発が発生し、1人が足を足を吹き飛ばさ
れ重傷を負った。この他、タケタ郡区、ラ
インタヤー郡区、タンリンなどで爆発が相
次いで発生した。また、インセイン郡区の
電力事務所では不発弾が発見されたという。
いずれも犯行声明は出されておらず、詳細
は明らかになっていない。
　国軍部隊や警察隊が警備する施設周辺で
の爆発が相次いでおり、市民の間では緊張
が高まっている。

［6月16日］
NPO法人 ミャンマー国際
支援機構、設立記者発表
　ミャンマーの生活困窮者と民主化を支援
するためのNPO法人「ミャンマー国際支援
機構（略称：MIAO）」が6月15日、衆議院議
員第一議員会館で設立の記者発表を行った。

　同NPOは、ミャンマーの生活困窮者のた
めの食糧や医療、避難民救済等の支援とミャ
ンマーの民主化を日本政府へ働きかけるた
め、在日ミャンマー人や日本人社会活動家、
政党を超えた衆参両国会議員らが設立、ボ
ランティアを中心に運営する。民主派の国
民統一政府（NUG）と連携し、国軍に影響さ
れない現地困窮者の支援を目指す。
　記者発表に来賓として招かれたNUG駐日
代表のソー・バ・ラ・ティン氏は、「NUGは
国民の大多数から支持を受けており正当な
政府。MIAOには、架け橋となる活動を期待
したい」とスピーチし、今後の支援を呼び
かけた。
　NPO法人ミャンマー国際支援機構（MIAO） 
：https://miao.or.jp/

「2023年総選挙を断固阻止」
39団体が共同声明
　軍評議会 連邦選挙管理委員会が2023年8
月に実施するとしている総選挙について、
39の団体が断固阻止するとの共同声明を発
表した。DVB Burmese Newsが6月15日に
伝えた。
　声明は、39の政党や市民団体が共同で発
表したもので、「2023年総選挙は民主的な
選挙とは無縁で、軍による独裁体制を強固
にするものだ。軍評議会にとって政治的行
き詰まりの出口になるだけ」と主張、国民
は総選挙に参加する必要はなくボイコット
してほしいと呼びかけた。
　39の団体は、「軍による独裁体制の壊滅」

「フェデラル民主主義に基づく連邦国家の建
立」「2008年憲法の廃止」の3項目を基本方
針とし、活動を活発化するとした。

［6月15日］
映画女優の自宅前に時限
爆弾、ヤンゴン市内
　ヤンゴン市内バハン郡区に住む映画女優
の自宅前に、時限爆弾が仕掛けられている
のが発見された。Voice of Myanmarが6月
13日に伝えた。
　爆弾は、6月13日午後3時ごろに映画女優
のイン・ラッ氏の自宅前で発見された。駆
け付けた警察隊が処理し、爆発は起きなかっ
たという。イン・ラッ氏の自宅前では、昨
年11月にも時限爆弾が仕掛けられる事件が
あった。
　イン・ラッ氏は、軍評議会のプロパガン
ダ映画に出演したことで知られている。

フードパンダの配達員が
ストライキ、会社側は要求を無視
　デリバリーサービス大手のフードパンダ
の配達員がストライキを決行しているが、
会社側は要求を無視していることがわかっ
た。Radio Free Asiaが6月14日に伝えた。
　フードパンダの配達員は、基本配達料を
580Ks（およそ42円）から670Ks（およそ49
円）に引き上げること、1週間に1日の休暇を
認めること、配達中の負傷に関して会社が
補償すること、Googleマップの使用を認め
ることなど8項目を要求しているが、会社側
から回答がないという。
　ストライキの主導者は「会社側は我々の
正当な要求を無視し続けている。利用者も
フードパンダのアプリを削除して我々のス
トライキに参加してほしい」と呼びかけた。

［6月13日］
日本ミャンマー友好協会の
定時総会、NUG駐日代表らも臨席
　一般社団法人日本ミャンマー友好協会（本
部・東京）が6月12日、都内で定時総会・懇
親会を開催した。
　総会での日本・ミャンマー友好議員連盟
会長 逢沢一郎衆議院議員や保坂展人世田谷
区長の挨拶に続き、懇親会では来賓として
招かれたNUG駐日代表のソー・バ・ラ・ティ
ン氏が祝辞を述べた。
　同氏は式典で「国民統一政府（NUG）は国
民の大多数から支持を受けており正当な政
府。日本も正式な政府として認めて欲しい」
とスピーチし、今後の支援を呼びかけた。
　逢沢一郎衆議院議員もミャンマーの困窮
者支援やNUGへの支援を訴え、ソー・バ・
ラ・ティン駐日代表と言葉を交わす場面も
見られた。

［6月10日］
WHOの現地職員が
何者かに射殺、モン州
　モン州の州都モーラミャインで6月8日、
世界保健機関（WHO）の職員が何者かにより
殺害された。Radio Free Asiaが伝えた。
　事件はモーラミャイン市内タンルイン公
園近くで8日午後5時45分ごろ、WHOモー
ラミャイン事務所職員のミョー・ミン・トゥッ
氏が職場からの帰り道に何者かに襲われ、
銃弾を5発受け即死した。同氏は、WHOで
車の運転手として働いていたという。
　国連ミャンマー代表事務所は、「民間人に
対する殺害を断固抗議する」と発表した。

クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲高止まりが続く原油価格は、ミャンマー経済にも打撃を与えている

クーデターから500日が経過したが、ミャンマー情勢が好転する兆しはない。ミャ
ンマー国軍と民主派勢力による衝突は常態化し、国軍による残虐行為は後を絶たな
い。6月24日までの主なニュースをピックアップする。
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［6月23日］
アウン・サン・スー・チー国家顧問の
住居が刑務所敷地内に移転
　アウン・サン・スー・チー国家顧問の住
居が、ネピドー刑務所の敷地内に新築され
た施設に移転した。DVB Burmese Newsが
6月22日に伝えた。
　関係者によると、スー・チー氏は6月22
日にこれまでのネピドー市内の住居からネ
ピドー刑務所の敷地に新築された施設に引っ
越ししたという。
　スー・チー氏は2021年2月1日に逮捕・
拘束されて以降、居場所が公表されず、本
人もどこにいるのかわからない状態となっ
ていた。

ミャンマー国軍の弾圧による
犠牲者が2,000人を超える
　ミャンマーの人権団体である政治犯支援
協会（AAPP）の発表によると、国軍の弾圧に
よって死亡した市民が2,000人を超えたこと
が明らかになった。
　クーデターが発生した2021年2月1日か
ら506日目となる6月21日、集計していた
市民の死亡者数が2,000人に達した。AAPP
によると、実際の死傷者数はこれよりも多
い可能性があるとしている。
　逮捕者数は累計で14,213人となり、5月
31日時点で11,151人が拘留されている。こ
のうち、18歳未満の子どもを含む74人が死
刑を宣告されているという。

ミャンマー人が国境地域で奴隷
労働、投資詐欺グループに
　ミャンマーの若者がミャンマー・タイ国
境のミャワディやミャンマー・中国国境の
ラウカインで奴隷労働を強いられている。
DVB Burmese Newsが6月22日に伝えた。
　奴隷労働から逃れた若者の証言によると、
SNS上で月120万Ks ～180万Ks（88,000円
～132,000円）の高額報酬を謳い若者を勧

誘、デジタルマーケティングの仕事に従事
させるために国境地域に送り込まれている。
しかし、実際は外国人に対して投資を勧誘
するメールを送信し、出資金を募る仕事を
させられているという。報酬は歩合制で、1
日に最低7人の顧客を獲得しなければならな
いノルマが課せられていたという。
　この若者は「朝6時から14時間監禁され
仕事をさせられた。1日に顧客を7人獲得で
きなければ食事が与えられない上、民兵か
ら銃で小突かれたり殴られたりする。仕事
を辞めたいと言うと違約金として200万Ks

（およそ147,000円）を支払うよう脅された。
職場の環境は刑務所よりひどく地獄だ」と
コメントした。

［6月22日］
スマホ決済アプリ「NUG Pay」、
国内外でサービス開始
　民主化勢力により樹立した国民統一政府

（NUG）は、スマホ決済アプリ「NUG Pay」
の利用をミャンマー国内のほかアジアや欧米
各国で開始したと発表した。DVB Burmese 
Newsが6月21日に伝えた。
　調べによると、すでにタイやシンガポール、
韓国、オーストラリア、イギリスなどでサー
ビスが提供されており、米国やEU加盟国な
ど利用可能な国を拡大する予定だという。
　NUG 計画・財務投資省のミン・ゼーリャ・
ウー副大臣は「この決済アプリは利用者間
での送金も簡単にできる。セキュリティも
高度で、NUGが発行する国債や宝くじの購
入もできる」と説明。同省により発行され
るブロックチェーンベースのデジタル通貨・
デジタルミャンマーチャット（DMKK）は公
式通貨として利用可能。国民はDMMKまた
は従来のチャットの利用が可能で、DMMK
は中央銀行デジタル通貨（CBDC：Central 
Bank Digital Currency）と同等の価値を有
するという。

旧テレノールのアトム、
3年間で3.3億米ドルを投資
　ミャンマーの携帯キャリア大手アトム・
ミャンマー（旧テレノール・ミャンマー）は6
月8日、今後3年間で3億3,000万米ドル（お
よそ450億円）を投資すると発表した。国営
新聞Myanma Alinnが6月22日に伝えた。
　アトム・ミャンマーは、5G通信網の整備、
事業改革、メタバース（仮想空間）やマシン・
ラーニング（機械学習）など最先端技術を取
り入れた次世代通信ネットワークの構築、
人材育成などに今後3年間で3億3,000万米
ドルを投資するとした。
　同社は、サービス向上のために24時間対
応のコールセンターを設置し、企業の社会
的責任（CSR）を果たすために30億Ks（およ
そ2億2,000万円）を投じてミャンマーの保
健、教育、人道的分野に支援を実施する方
針を明らかにした。

軍評議会、ヤンゴン市内の
歩道橋利用を禁止
　軍評議会は市民に対し、ヤンゴン市内に
設置された歩道橋の利用を禁止した。DVB 
Burmese Newsが6月21日に伝えた。
　ヤンゴン市の歩道橋は、国民民主連盟

（NLD）政権時代に歩行者の安全確保のため
に建設されたもの。昨年2月のクーデター以
降、ヤンゴンでは国軍に対する抗議活動が
ゲリラ的に行われており、歩道橋など人が
密集するエリアに抗議の垂れ幕が掲げられ
ることが多い。
　また、ヤンゴン市内カマユ郡区のピィー
通りジャンクションスクエア近くに建設さ
れたミャンマー初の地下道について、昨年
10月に軍評議会トップのミン・アウン・フ
ライン総司令官が出席して開通式が行われ
て以降、市民の利用が許可されていないこ
とも明らかになった。

［6月20日］
オートバイと電動自転車の利用を禁止、
ヤンゴン管区ラインタヤー郡区
　ヤンゴン管区のラインタヤー郡区で、オー
トバイと電動自転車の利用が6月17日から
禁 止 さ れ た。Voice of Myanmarが6月18
日に伝えた。
　ラインタヤー郡区は工場労働者数が多く、
バスが運行されない場所もありオートバイ

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

と電動自転車が主な移動手段となっている。
労働者にとっては、オートバイの利用禁止
は死活問題になっている。
　報道によると、ヤンゴン管区のトゥワンテ、
タンリン地区、ダラの各郡区でもオートバ
イの利用が禁止されているという。

「軍評議会の統治で貿易黒字に転換」
軍評議会トップ成果を強調、
識者は呆れかえる
　軍評議会トップのミン・アウン・フライ
ン総司令官が「軍評議会の適切な統治によ
り貿易赤字が貿易黒字に転換した」と成果
を強調した。6月17日に行われた軍評議会
の会議で発表したもので、DVB Burmese 
Newsが6月18日に伝えた。
　軍評議会 経済・貿易省の統計によると、
各年度の貿易収支は2016年度：52億1,000
万米ドル（およそ7,034億円）、2017年度：
38億1千 万 米 ド ル（ お よ そ5,144億 円 ）、
2018年 度：10億 米 ド ル（ お よ そ1,350億
円）、2019年度：13億6,900万米ドル（およ
そ1,848億円）、2020年度：6億7千万米ド
ル（およそ905億円）の貿易赤字となってい
たが、軍評議会統治下の2021年度半期の貿
易収支は1億6,900万米ドルの黒字を記録し
た。
　これに関して経済専門家は「軍評議会が
統治したことにより外国からの投資が減少
し、必要な設備や原料の輸入が激減したた
め黒字に転換しただけ。投資の停滞は国の
発展に大きなマイナスになるだろう」と苦
笑した。

［6月17日］
ヤンゴン市内で爆発が相次ぐ、
日本食レストラン前でも
　ヤンゴン市内で6月16日、4か所で爆発
が発生し1人が重傷を負った。Radio Free 
Asiaが伝えた。
　調べによると、16日午前11時頃、ダゴン
郡区ボヤニュン通りの日本食レストラン前
で爆発が発生し、1人が足を足を吹き飛ばさ
れ重傷を負った。この他、タケタ郡区、ラ
インタヤー郡区、タンリンなどで爆発が相
次いで発生した。また、インセイン郡区の
電力事務所では不発弾が発見されたという。
いずれも犯行声明は出されておらず、詳細
は明らかになっていない。
　国軍部隊や警察隊が警備する施設周辺で
の爆発が相次いでおり、市民の間では緊張
が高まっている。

［6月16日］
NPO法人 ミャンマー国際
支援機構、設立記者発表
　ミャンマーの生活困窮者と民主化を支援
するためのNPO法人「ミャンマー国際支援
機構（略称：MIAO）」が6月15日、衆議院議
員第一議員会館で設立の記者発表を行った。

　同NPOは、ミャンマーの生活困窮者のた
めの食糧や医療、避難民救済等の支援とミャ
ンマーの民主化を日本政府へ働きかけるた
め、在日ミャンマー人や日本人社会活動家、
政党を超えた衆参両国会議員らが設立、ボ
ランティアを中心に運営する。民主派の国
民統一政府（NUG）と連携し、国軍に影響さ
れない現地困窮者の支援を目指す。
　記者発表に来賓として招かれたNUG駐日
代表のソー・バ・ラ・ティン氏は、「NUGは
国民の大多数から支持を受けており正当な
政府。MIAOには、架け橋となる活動を期待
したい」とスピーチし、今後の支援を呼び
かけた。
　NPO法人ミャンマー国際支援機構（MIAO） 
：https://miao.or.jp/

「2023年総選挙を断固阻止」
39団体が共同声明
　軍評議会 連邦選挙管理委員会が2023年8
月に実施するとしている総選挙について、
39の団体が断固阻止するとの共同声明を発
表した。DVB Burmese Newsが6月15日に
伝えた。
　声明は、39の政党や市民団体が共同で発
表したもので、「2023年総選挙は民主的な
選挙とは無縁で、軍による独裁体制を強固
にするものだ。軍評議会にとって政治的行
き詰まりの出口になるだけ」と主張、国民
は総選挙に参加する必要はなくボイコット
してほしいと呼びかけた。
　39の団体は、「軍による独裁体制の壊滅」

「フェデラル民主主義に基づく連邦国家の建
立」「2008年憲法の廃止」の3項目を基本方
針とし、活動を活発化するとした。

［6月15日］
映画女優の自宅前に時限
爆弾、ヤンゴン市内
　ヤンゴン市内バハン郡区に住む映画女優
の自宅前に、時限爆弾が仕掛けられている
のが発見された。Voice of Myanmarが6月
13日に伝えた。
　爆弾は、6月13日午後3時ごろに映画女優
のイン・ラッ氏の自宅前で発見された。駆
け付けた警察隊が処理し、爆発は起きなかっ
たという。イン・ラッ氏の自宅前では、昨
年11月にも時限爆弾が仕掛けられる事件が
あった。
　イン・ラッ氏は、軍評議会のプロパガン
ダ映画に出演したことで知られている。

フードパンダの配達員が
ストライキ、会社側は要求を無視
　デリバリーサービス大手のフードパンダ
の配達員がストライキを決行しているが、
会社側は要求を無視していることがわかっ
た。Radio Free Asiaが6月14日に伝えた。
　フードパンダの配達員は、基本配達料を
580Ks（およそ42円）から670Ks（およそ49
円）に引き上げること、1週間に1日の休暇を
認めること、配達中の負傷に関して会社が
補償すること、Googleマップの使用を認め
ることなど8項目を要求しているが、会社側
から回答がないという。
　ストライキの主導者は「会社側は我々の
正当な要求を無視し続けている。利用者も
フードパンダのアプリを削除して我々のス
トライキに参加してほしい」と呼びかけた。

［6月13日］
日本ミャンマー友好協会の
定時総会、NUG駐日代表らも臨席
　一般社団法人日本ミャンマー友好協会（本
部・東京）が6月12日、都内で定時総会・懇
親会を開催した。
　総会での日本・ミャンマー友好議員連盟
会長 逢沢一郎衆議院議員や保坂展人世田谷
区長の挨拶に続き、懇親会では来賓として
招かれたNUG駐日代表のソー・バ・ラ・ティ
ン氏が祝辞を述べた。
　同氏は式典で「国民統一政府（NUG）は国
民の大多数から支持を受けており正当な政
府。日本も正式な政府として認めて欲しい」
とスピーチし、今後の支援を呼びかけた。
　逢沢一郎衆議院議員もミャンマーの困窮
者支援やNUGへの支援を訴え、ソー・バ・
ラ・ティン駐日代表と言葉を交わす場面も
見られた。

［6月10日］
WHOの現地職員が
何者かに射殺、モン州
　モン州の州都モーラミャインで6月8日、
世界保健機関（WHO）の職員が何者かにより
殺害された。Radio Free Asiaが伝えた。
　事件はモーラミャイン市内タンルイン公
園近くで8日午後5時45分ごろ、WHOモー
ラミャイン事務所職員のミョー・ミン・トゥッ
氏が職場からの帰り道に何者かに襲われ、
銃弾を5発受け即死した。同氏は、WHOで
車の運転手として働いていたという。
　国連ミャンマー代表事務所は、「民間人に
対する殺害を断固抗議する」と発表した。

クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲高止まりが続く原油価格は、ミャンマー経済にも打撃を与えている

クーデターから500日が経過したが、ミャンマー情勢が好転する兆しはない。ミャ
ンマー国軍と民主派勢力による衝突は常態化し、国軍による残虐行為は後を絶たな
い。6月24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

インド Apparel 国内で35店舗以上を展開するマルチブランド
のファッションチェーン店

1,000以上のブランドから10万以
上のSKUを販売

2025年までに Chhattisgarh 州の
全27地区へ事業を拡大する 59.0

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)

インド Automotive 
(Manufacturing)

スイッチ、センサー、コンデンサー、リバース
カメラ、スピードセンサー、リレーなどの各
種自動車部品の製造会社

自動車メーカーにカスタマイズ
された製品を提供するティア1サ
プライヤー

製品ポートフォリオの拡大 7.0

インド
Consumer 
Products 
(Manufacturing)

生理用ナプキンや赤ちゃん用おむつを製造す
るパーソナルケア・衛生市場の急成長企業

わずか3年で2つのブランドを立
ち上げ、4万5千店舗以上で販売し
ている

製品ポートフォリオの拡大、新地
域への進出、マーケティング 10.0

インド Engineering 創業45年のケーブル、ワイヤー、扇風機のメー
カー

製品は国内の1万店以上の小売店
で販売されている 成長を加速させるため 23.0

インド Engineering
AISC規格に準拠したスチールディテーリン
グサービスを提供し、ファブリケーションや
架設図面に強みを持つ企業

20年間で3,000件以上のプロジェ
クトを遂行してきた 後継者不足による事業売却 5.0

インド Leisure 有機大豆種子や大豆レシチンなど、大豆由来
の製品を製造する大手動物飼料メーカー 

欧米諸国への販売ネットワーク
の強固さ

成長を加速させるため、戦略投資
家を探している 23.4

インド Financials
充実した商品ラインナップを持ち、アプリを
使って簡単にアクセスできる投資信託のプラッ
トフォーム

2027年までに売上 USD100M 以
上、投資家数2千万人以上を目標
とした大きな成長機会

既存商品・サービスの成長とア
セット・マネジメント・カンパニー

（AMC）業務の立ち上げ
TBD

インド Healthcare
ダイアライザー、血液チューブセット、AVF
ニードル、カテーテルなどの一気通貫の腎不
全治療用消耗品の製造・販売会社

インド国内で3,000以上の透析セ
ンターで製品が使用され、海外市
場への拡大に向けた取り組みも
行っている

売上とグローバル展開を拡大し、
2026年までに EBITDA マージン
を26%に高めるため

8.9

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・インド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・インドの優良M＆A案件を紹介する。
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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

インド Apparel 国内で35店舗以上を展開するマルチブランド
のファッションチェーン店

1,000以上のブランドから10万以
上のSKUを販売

2025年までに Chhattisgarh 州の
全27地区へ事業を拡大する 59.0

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)

インド Automotive 
(Manufacturing)

スイッチ、センサー、コンデンサー、リバース
カメラ、スピードセンサー、リレーなどの各
種自動車部品の製造会社

自動車メーカーにカスタマイズ
された製品を提供するティア1サ
プライヤー

製品ポートフォリオの拡大 7.0

インド
Consumer 
Products 
(Manufacturing)

生理用ナプキンや赤ちゃん用おむつを製造す
るパーソナルケア・衛生市場の急成長企業

わずか3年で2つのブランドを立
ち上げ、4万5千店舗以上で販売し
ている

製品ポートフォリオの拡大、新地
域への進出、マーケティング 10.0

インド Engineering 創業45年のケーブル、ワイヤー、扇風機のメー
カー

製品は国内の1万店以上の小売店
で販売されている 成長を加速させるため 23.0

インド Engineering
AISC規格に準拠したスチールディテーリン
グサービスを提供し、ファブリケーションや
架設図面に強みを持つ企業

20年間で3,000件以上のプロジェ
クトを遂行してきた 後継者不足による事業売却 5.0

インド Leisure 有機大豆種子や大豆レシチンなど、大豆由来
の製品を製造する大手動物飼料メーカー 

欧米諸国への販売ネットワーク
の強固さ

成長を加速させるため、戦略投資
家を探している 23.4

インド Financials
充実した商品ラインナップを持ち、アプリを
使って簡単にアクセスできる投資信託のプラッ
トフォーム

2027年までに売上 USD100M 以
上、投資家数2千万人以上を目標
とした大きな成長機会

既存商品・サービスの成長とア
セット・マネジメント・カンパニー

（AMC）業務の立ち上げ
TBD

インド Healthcare
ダイアライザー、血液チューブセット、AVF
ニードル、カテーテルなどの一気通貫の腎不
全治療用消耗品の製造・販売会社

インド国内で3,000以上の透析セ
ンターで製品が使用され、海外市
場への拡大に向けた取り組みも
行っている

売上とグローバル展開を拡大し、
2026年までに EBITDA マージン
を26%に高めるため

8.9

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・インド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・インドの優良M＆A案件を紹介する。
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　こんにちは！ミャンマー ファミ
リークリニックと菜園の会（MFCG）
の代表理事・医師の名知 仁子です。
いつも応援を頂きありがとうござ
います。 
　ミャンマーの学校では、6月1日
から新学期が始まりました！でも、
村では今年は学校に通えない子ど
もが出てきています。親から家の
家計を助けてほしいから、行かせ
られないと言われているためです。
　MFCGが巡回している15村のう
ちの一つダボチョン村で、16歳の
女の子に言われた言葉です。

彼女の夢は看護師さん

　彼女はとても利発な子で、2021
年12月に発足した16歳～20歳くら
いの若者8人による「ダボチョン 
ユースチーム（TBCYT）」では会計
も担い、チームメンバーをリード
しています。保健衛生の講座で教
えたこともよく覚えており、実践
しています。なので、彼女の言葉
は残念でなりません！
　彼女には4人のお兄さん、3人の
お姉さん、そして弟が1人。彼女を
含め9人兄弟姉妹です。彼女は本
来、グレード8のミドルスクール（日
本でいう高校の下の学校）に行く
予定でした。学校に行くにはノー
トや鉛筆が必要なのですが、それ
を買うお金がありません。
　ダボチョン村にミドルスクール
はないため、ミャウンミャまで通
う必要があります。自転車を購入

し、片道45分の道のりを通う気満々
でした。しかし、それがかなわぬ
夢になってしまいました。今の経
済状況では、きっと来年も通えな
いのではないか？と感じています。
残念でなりません！

循環型農業への取り組み

　MFCGは、自分たちで食べられる
ように地元の団体「ミッタ―ファ
ンデーション（MDF）」と連携し、
ダボチョン村にコミュニティガー
デンを構築することにしました。
　まず、5月中旬にダボチョン、トー
イ、ラプモンチャパン、ポニョサ
ンの4村から希望者を募り、28人
にMDFによる持続可能な循環型農
業の講座をしていただきました。

そして6月3日、実際にその方法を
用い、ダボチョン村のコミュニティ
ガーデンメンバーと共に自分たち
で耕した畑にインゲンやきゅうり、
オクラを植えました。
　みんな初めての挑戦です！さて、
これからどうなるのでしょうか？
展開が楽しみでもあるし、心配で
もあります。

名知仁子（なち さとこ）

看護師になりたいけど学校に行けない（泣）第４回 ・

1963年生まれ。88年獨協医科大学を卒業後、日本医科大学付属
病院第一内科医局入局。2002年、国境なき医師団に入団し、同年
タイ・メーソートの難民キャンプ、04年からはミャンマー・ラカイン
州で医療支援に携わる。また、03年には外務省のODA 団体、ジャ
パン・プラットフォームの要請で、イラク戦争で難民となったクルド人
の医療支援に参加。08年には、サイクロンで被災したミャンマーの
デルタ地域で緊急医療援助に参加する。同年、任意団体ミャンマー
クリニック菜園開設基金を設立し、12年6月にNPO法人ミャンマー　
ファミリー・クリニックと菜園の会（現MFCG）設立し、現職。

ミャンマー　ファミリー・クリニックと菜園の会　https://mfcg.or.jp/

2022©MFCG

MFCGは、
6月12日に10周年を迎えました！
記念Tシャツを作成しました。MFCGメンバーのアイ
デアをもとに、当会10年の成長をイラストで表現。
関わってくださった皆さまへの感謝を3カ国語で記し
ています。
売り上げは、すべて現地の活動に使わせて頂きます。

https://mfcg.original-goods.jp/ 
（配送は日本国内）
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City Mart

City MartCity Mart

City Mart

Hotel 7 Mile

7 Mile
Residence

Prome
Inya Residence

Hotel Sidney

Hub Hotel

Mayangone Oversea
Exchange

GSR

Private Hospital

Kyauk Yae
Twin Market

Aeon Orange
Super Market
Aeon Orange
Super Market

International SOS Clinic

Yankin Children Hospital

Mind Champs

Pun Hlaing
Siloam Hospital

U Wisara Housing

Bo Min Yong Market

Grand Hantha International Hospital

テ
ィ
リ
ミ
ン
ガ
ラ
ラ
ン
 သီ

ရိမဂၤလ
ာလ

မ္း

Grand Mercure 
Yangon

チャ
イワイ

パヤーランက်ဳိက္၀ုိင္းဘုရားလမ္း

バ
ホ
ラ
ン
 ဗဟို

လ
မ္း

Shwe
Hintha
Market

Myanmar Plaza

Market Place

PRO-MART

Yangon 
Football 
Club

アウ
ンテ
ィ

ディ
ラン

ミ
ン
ダ
マ
ラ
ン
 မင္

းဓမ

ၼလမ္း

イ
ン
ヤ ー
ミ
ャ
イ
ン
ラ
ン

 အ
င္းယ

ားျမိဳင္လ
မ ္း

カンボーザラ
ン

ကေမာၻဇလမ္း
コッ
カイイェクー

カン
ラン

ကုကဳိၠင္းေရကူးကန္လ
မ္း

ボミンガウンラン ဗုိလ္မင္းေခါင္လမ္း

タ
レ
サ
ン
ウ
ー
イ
ン

ラン

တိ
ရိစာၧန္ဥယ

်ာ ဥ္လမ္း

ア
テ
ッ
パ
ズ
ン
ダ
ウ
ン
ラ
ン
 အ

ထ
က္

ပုဇ

ြန္ေတာင္လမ္း

ウェザ
ヤ
ン
ダ
ーラ
ン
 

 ေ၀ဇယ
ႏာၱလ

မ္း

ケ
マ
テ
ィ
ラ
ン
 ေခမာသီ

လ
မ္း

Arleing Ngar Sint Pagoda
Insein Bazaar

Saw Bwa Gyi 
Gone Market

Co-operative
Bank

MWD Bank

Insein
Hospital

インセイン
刑務所

ヤ
ン
ゴ
ン
レ
セ
ー
ラ
ン
 ရန္

ကုန္ေလ
ဆိ

ပ္လ
မ္း

ジョ
コン
ブタ
ー
ラン  ၾကိဳ႕ကုန္းဘူတ ာလ

မ္း

ス
ェド

ミャッラン စြယ္
ေတ

ာ္ျမတ္
လ

မ္း

マソーイェインラン

カバエーパヤー
ラ
ン
 

 ကမာၻေအးဘ
ရုားလ

မ္း

ダマヨンラン

 ဓမ
ၼာရုံလ

မ္း

アメリカ
America

日本

UTOPIA
TOWER

警
察

警
察

警察
日本人
学校

タマドホール

Fortune Plaza 
Information 
Centre and 
Sale Gallery

殉教者廟

National Museum

Kyay
Thone
Pagoda

チーミィンダイゼイ

Golden City

タ

ンル

イ
ン
ラ
ン
 သံ

လ
ြငလ္

မ္း

Ya
n N
ye
in
 S
t

トカ
ワ
ディ

ラ

ン

သ
ခု၀

တီ

လမး္

Nga Htat Gyi Pagoda

タメインバヤンラン

သမိန္ဗရမ္းလမ္း

Eastern 
Business Center
Eastern 
Business Center

Makita

SAKURA
Apartment

Shwe Taung

駿台
ミャンマー校

NICE MYANMAR
Travels & Tours

F&P

TOYOTA
Aye & Sons

Memories Group

Indigo Energy

Yangon Japan
Medical Center

カシワバラ・
コーポレーション

鴻池組KONOIKE CONSTRUCTION鴻池組 KONOIKE CONSTRUCTION
タステック
ミャンマー

LOGITEM MYANMAR

ITP MYANMAR

FLP Tharkayta (F&P)
渡辺企画レンタカー

カ
バ
エーパヤ

ー
ラ
ン
(က

မာၻေအးဘုရားလမး္)

ウーダウンボ
ラン ဦ

းေထာင္ဘုိလမ္း

チ
ー
ミ
ィ
ン
ダ
イ
カ
ン
ナ
ー
ラ
ン
 ၾ က

ည့္
ျမ င္တို

င္က
မ္းနားလ

မး္

ジ
ョ
ー
ピ
ュ
ラ
ン

タケトイェターラン

တကသၠိုလ္ရိပ္သာ လမး္သစ

1km500m250m0

Biz Golf
Training
Center

ボ
ー
ダ
タ
ウ
ン
パ
ヤ
ー
ラ
ン
 ဗိုလ္

တ
ေထ

ာင္  ဘု
ရားလ

မ ္း

ナッマゥランနတ္ေမာက္လမ္း

バニ
ャー
ダ
ラ
ラ
ン
 ဗ

ည
ားဒ

လ
လ

မ္း

レー
ダン
ラン
 လွ

ည
း္တ

န္းလ
မ္း

ウ
ー
ト
ン
ニェイン

ラ
ン

(ဦးထ
ြန္းျငိမ္း လ

မ္း)

ポ
ー
セイ

ンラ

ン
 ဖိုးစိ

န ္ လ
မ္း

Myanmar International
School In Yangon
Myanmar International
School In Yangon

Yangon International School

国立博物館

薬局

ピーターヤーラン
ျပည္သာယာလမ္း

The State Pariyatti
Sasana University

Yangon

ウー
イェカー

ランဦးေရခါးလမ္း

ブタヨンラン

Railway
Soccer
Ground

Insein Park

Nant Thar Myaing

警察 American Club

Yangon Convention Centre

ボジョー・
アウンサン
博物館

ヤンゴン川Yangon River

パンライン川
Pun Hlaing River

ラ
イ
ン
川

Hlaing River

パズンタウン・クリーク

Pazun Daung Creek

オ
ッ
パ
ズ
ンダウンラン

ေအ
ာ က္ပဇုြန္ေတ

ာင္လမ္း

バ
ホ
ラ
ン

 ဟံသာ၀တီလမ္း

パラミラン ပါရမီလမ္း

タントゥーマラン

(သံသုမာလမး္)

JUNCTION
SQUARE

Gamone Pwint

メイ
ダウ
ィラ
ン

(ေမ
ဓာ

၀ီလ
မ္း)

トゥナンダラン 
 သုနႏၵါလမ္း

タケトイェターラン တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း

チ
ャ
イ
カ
サ
ン
ラ
ン
 က

်ဳိကၠ
ဆံ

လ
မး္

  ေအ
ာက္

ၾက
ည့္

ျမင္တို
င္လ

မ္း

SENKO SMI

DICA

カンドレ
(ကန္ေတာ္ေလး)
カンドレ
(ကန္ေတာ္ေလး)

チャイナ
タウン
チャイナ
タウン

チャウミャウン
(ေက်ာက္ေျမာင္း)
チャウミャウン
(ေက်ာက္ေျမာင္း)

(ေျမနီကု
န္း)

ミ
ェ
ニ
ゴ
ン

(ေျမနီကု
န္း)

ミ
ェ
ニ
ゴ
ン

8マ
イル

8マ
イル

REAL COMFORT SPAREAL COMFORT SPA

以下のサイトから PDF 版が
ダウンロードできます　
http://myanmarjapon.com

(မစိးုရမ္ိလမ္း)

GTI Insein

AEON Orange
Super Market

AAR
Japan

Ten Mile Hotel
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Fitness (1)
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Lan Thit Masterpiece
MC Elevator
OCC

Myanmar Gems Trade Center

Myanmar SBC

警察

The Tokyo
Enterprise

DMS

Ruby Garden Hotel

Times CityTimes City
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မႈဇုန္လ
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バ
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မ္း
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ン
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ン
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မ္း
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ー
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ン
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アノーヤターラン
အေနာ္ရထာလမ္း

マハーバンドゥーラランမဟာဗႏၶဳလလမ္း
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ィ
ン
ピ
ュ
ラ
ン

သိ
မ္ျဖဴလ

မ္း

カンナーラン(ကမ္းနားလမ္း)

コンテーラン
ကုန္သည္လမ္း

タンレッスンラン (သန္လ်က္စြန္းလမ္း)

ミ
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ー
ラ
ン
 မင္
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လ
မ္း

ア
ナ
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ー
ラ
ン
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မ္း

ヤモンナーラン ယမုံနာလမ္း

ミ
ィ
ン
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タ
ー
ラ
ン
 ျမ

င္ေ
တ

ာ္သ
ာလ

မ္း

メ
イ
ユ
ラ
ン

(ေ
မယု

လ
မ္း
)

インセイン
အင္းစိန္

ミャウッオッカラパ
ေျမာက္ဥကၠလာပ

タウンオッカラパ
ေတာင္ဥကၠလာပ

ミャウッダゴン
ေျမာက္ဒဂံု

タマイン
သမိုင္း

オッチン
အုတ္က်င္း

ライン
လိႈင္

カマーユッ
ကမာရြတ္

サンチャウン
စမ္းေခ်ာင္း

バハン
ဗဟန္း

ダゴン
ဒဂံု

ラター
လသာ

セッカンター
ဆိပ္ကမ္းသာ
セッカンター
ဆိပ္ကမ္းသာ

ティンガンヂュン
သကၤန္းကြ်န္း

ティンガンヂュン
သကၤန္းကြ်န္း

タームエ
တာေမြ

ミンガラータウンニュン
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔

ミンガラータウンニュン
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔

バベーダン
ပန္းဘဲတန္း チャウタダー

ေက်ာက္တံတား

バズンタウン
ပုဇြန္ေတာင္

ボーダタウン
ဗိုလ္တစ္ေထာင္္

ダ  ラ
ဒလ

အင္းစိန္ေထာင္

ရန္ကုန္ေလဆိပ္

ヤンゴンテクノロジー大学
ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသုိလ္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

က်ိဳကၠဆံကစားကြင္း

သု၀ဏၰအားကစားကြင္း

ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္

ကန္ေတာ္ၾကီး

ေအာင္ဆန္းကြင္း

マルァコンブーダー
မလႊကုန္းဘူတာ

ユァマブーダー
ရြာမဘူတာ

インセインブーダー
အင္းစိန္ဘူတာ

ジョコンブーダー
ၾကိဳ႕ကုန္းဘူတာ

タマインブーダー
သမုိင္းဘူတာ

オッチンブーダー
အုတ္က်င္းဘူတာ

ティリミャインブーダー
သီရိျမိဳင္ဘူတာ

カマーユッ
ブーダー

ကမာရြတ္ဘူတာ

レーダンブーダー
လွည္းတန္းဘူတာ

ハンタワディブーダー
ဟံသာ၀တီဘူတာ

チーミィンダイブーダー
ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာ

パンライ
ブーダー

ပန္းလွိဳင္ဘူတာ

パンライ
ブーダー

ပန္းလွိဳင္ဘူတာ

ワーダン
ဝါးတန္း ဘူတာ

モーテイン
ေမာ္တင္ ဘူတာ
モーテイン

ေမာ္တင္ ဘူတာ
シンオーダン

စဥ့္အုိးတန္း ဘူတာ シュエダゴンパゴダロード
ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း ဘူတာ

パンソーダン
ပန္းဆုိးတန္း ဘူတာ

リンサダウン
လင္းစေဒါင္း ဘူတာ

ボータタウンパゴダ
ဗုိလ္တစ္ေထာင္ဘုရား ဘူတာ

アロンランブーダー
အလုံဘူတာ

シャンランブーダー
ရွမ္းလမ္းဘူတာ

ピィランブーダー
ျပည္လမ္းဘူတာ

ランマドーブーダー
လမ္းမေတာ္ဘူတာ

パヤーラン
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バズンタウンブーダー
ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ

バズンタウンブーダー
ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ

ミィッタニュッブーダー
ေမတၱာညႊန္႔ဘူတာ
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ႏွင္းဆီကုန္းဘူတာ
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သကၤန္းကြ် န္းဘူတာ
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တာေမြဘူတာ

バウトーブーダー
ေဘာက္ေထာ္ဘူတာ

カンベブーダー
ကံဘ့ဲဘူတာ

パラミブーダー
ပါရမီဘူတာ

イェクーブーダー
ေရကူးဘူတာ

タダーレブーダー
တံတားေလးဘူတာ

チャウイェトィン
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ေက်ာက္ေရတြင္းဘူတာ

パユェセッコンブーダー
ပုရြက္ဆိတ္ကုန္းဘူတာ

ミャウッオッカラブーダー
ေျမာက္ဥကၠလာဘူတာ
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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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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

Vanguard
Apparel

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

Kim Pai Printing &
Packaging

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

Kalbe Myanmar

Wisechamp

NMD MYANMAR

TCCC Myanmar

YANGON
BLUMARE

TOA COATING (MYANMAR)

YTL Cement Myanmar

Soil Build (Thilawa)

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
Pacific-PSP
Syntech

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

Rental Factory

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.



25Jul  2022

MAPの無断転載を禁じますMYANMAR JAPON CO.,LTD.MYANMAR JAPON CO.,LTD.c

A 　 　 　 　 B 　 　 　 　 C 　 　 　 　 D 　 　 　 　 E

A 　 　 　 　 B 　 　 　 　 C 　 　 　 　 D 　 　 　 　 E

1

２

３

1

２

３

以下のサイトから PDF 版がダウンロードできます　http://myanmarjapon.com

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

Vanguard
Apparel

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

Kim Pai Printing &
Packaging

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

Kalbe Myanmar

Wisechamp

NMD MYANMAR

TCCC Myanmar

YANGON
BLUMARE

TOA COATING (MYANMAR)

YTL Cement Myanmar

Soil Build (Thilawa)

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
Pacific-PSP
Syntech

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

Rental Factory

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

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.
No.32, Pyay Rd, 6½ Miles, Hlaing township, Yangon, Myanmar.  
TEL:（95）01-513101～02  担当者：花 重男  Kyaw Zin
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

Sports Gear
(Myanmar)

OKAMURA TRADING 
MYANMAR

TO Plaspack

Liwayway Foods

BS Yangon

Advanz Beverage
Manufacturing

Hansac Myanmar

Lightion Myanmar
Aller Aqua
Myanmar

YUKIOH

SAINT GOBAIN

Tohno Precision
Myanmar

住友電装

DAE-A ELECTRONICS
MYANMAR

JFE Meranti
Myanmar

Kubota Myanmar

DS Myanmar

Oshimanoki
Myanmar

SEWAGE
SENDING
STATLON

Yangon Industrial
Gas (Thilawa)

Siam GS Battery
Myanmar

Norman Myanmar

Unique Sea
Products 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) 

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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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

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日利用可) / 送迎 (空港・ゴルフ他) / 配送業務
車両のみ可・運転手のみ可 / 従業員様フェリー等

加藤 （日本語 ・ 英語） 　　　　　　　09-25556-2071 daikikato@zero2onemyanmar.com  
Su Wai Kyi　( ミャンマー語 ・ 英語） 09-5058-8289 　suwaikyi@gmail.com

（日本国内でのお問い合わせ ： 石川　070-1388-5088  t.ishikawa@tastech-renta.co.jp）　　
お車のことであれば、 お気軽に何でもご相談ください

2013 年以来、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、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

1 2

( レンタカー ) ご成約特典プロモーション中！ご契約者 ・ ご紹介者共にギフト券をプレゼント！！

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）3-5698-2165   E-mail. info@myanmarjapon.com




