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"EinHmetKwunAr Pyint GaBaGyawThu 
Honda Soichiro"、単訳、（財団法人）大
同生命国際文化基金の依頼によりQuality 
Publishing Houseが出版、2005年3月。
原作は、本田宗一郎『本田宗一郎――夢を
力に――』日経ビジネス人文庫、2001年。

（財団法人）大同生命国際文化基金の依頼に
よりミャンマー語へ翻訳し、2000冊を財団
の支援により出版し、ミャンマーの関係機
関へ寄贈した。財団や原作出版社などの出
版許可により現地出版社が1000冊を市販用
に発行した。2007年1月に2005年度ミャ
ンマー国民文学賞（翻訳部門）を受賞した

"Fukuzawa Yukichi"、単訳、（公益財団
法人）大同生命国際文化基金の依頼により
Mya Japan Service Sarpay が 出 版、
2020年3月。原作は、浜野卓也『子ども
の伝記15福沢諭吉』ポプラポケット文庫、
2010年。（公益財団法人）大同生命国際文化
基金の依頼によりミャンマー語へ翻訳し、
2000冊を財団の支援により出版し、ミャン
マーの各図書館とその運営機関へ寄贈した

民主化運動で大学が閉鎖
日本で学ぶことを選択

永杉　本日は京都精華大学国際文化学
部のナン ミャ ケー カイン特任准教授
にお話をうかがいます。カインさんの
肩書は、特任准教授、日本語学校・出
版社運営、通訳・翻訳業など多岐にわ
たります。さらに、ミャンマー民主化
に向けてさまざまな形で発信を続ける
など、精力的な活動を続けておられま
す。まず、カインさんが日本の大学で
特任准教授に就任するまでの半生をお
聞かせください。
カイン　生まれはシャン州のタウン
ジーです。高校卒業後、ヤンゴン大学
の英文学部に進む予定でしたが、卒業
目前の1988年に民主化運動が始まり、

ミャンマー全土の大学が閉鎖されまし
た。進路が閉ざされて困っていたその
時、教員の父が仕事で日本に渡ること
になりました。ミャンマーに残っても
進学の道はありませんでしたから、私
も同行して日本で学ぶ道を模索するこ
とにしたのです。
　来日当初は「あいうえお」も知りま
せんでしたから、まず日本語学校に入
学しました。ちょうど2年学んだとこ
ろで、父の仕事の任期が終わり帰国が
決まったのですが、私は日本に残るこ
とを選択しました。当時のミャンマー
で勉強することは困難でしたから、日
本で進学して経営学を学ぼうと考えた
のです。最初は反対されて父とも衝突
しましたが、最後には認めてもらえて、
一人で日本に残ることになったので
す。その後、立命館大学の経営学部に
入学しました。
永杉　現在は開発経済学がご専門です
が、最初は経営学を学んでいたのです
ね。
カイン　二回生のとき、３年ぶりにミャ
ンマーへ一時帰国しました。一度外国
を見てから改めてミャンマーという国
を俯瞰すると、貧困に苦しむ人々が多
く目につきました。そこで、ボランティ
ア組織を作って彼らをサポートする活
動をしたいと思い、周囲の友人に相談
を持ちかけたのです。しかし、彼らの
反応は前向きではなく「自分のことだ
けを考えるべき」と言われました。私
の家は決して裕福ではありませんでし
たが、両親ともに教員で、いわゆる知
識層といえる家庭だったと思います。
私の友人も似た境遇の人が多く、比較
的先進的な思想の持ち主だろうと考え
ていました。しかし、彼らが社会活動
に 後 ろ 向 き の 姿 勢 を 見 せ た こ と に

ショックを受けました。
　世界では知識層や富裕層と呼ばれる
人たちは社会問題に対して関心を持
ち、問題解決のために自分の力をどの
ように使うかを考えることは当然のこ
とです。しかし、ミャンマーではこれ
らの層の人々が自分の国の社会問題に
対して無関心ということが珍しくあり
ません。ミャンマーは寄付が盛んと言
われますが、そうではない一面も確か
に存在するのです。この現状をなんと
かよい方向に変えたいと考えていたと
きに出会ったのが、開発経済学です。
この学問は、途上国が発展していく上
で、社会的・経済的にどのような道筋
を進むべきかを研究し実践するもので
す。これを学ぶことは将来のミャン
マーに役立つと思い経営学から方針転
換することにしました。その後は大学
院でも学び、2002年に国際関係学の

博士号を取得しました。
永杉　卒業後は、東京外国語大学で外
国人特別研究員を務めたほか、非常勤
講師として都内の複数の大学で「開発
経済学」「東南アジア地域研究」「現代
産業事情」などを教えてこられまし
た。具体的にはどのようなテーマを取
り上げるのでしょうか。
カイン　例えば、地方の農村からヤン
ゴンに出稼ぎに来ている労働者たちの
労働環境などがテーマになります。
ミャンマーにおける出稼ぎ労働者は縫
製工場などで働く工員と、インフォー
マルセクターと呼ばれる路上で働く
人々の２つに分類されます。後者はタ
クシー運転手や路上の飲食物販売など
が該当します。彼らの生活環境を実証
研究するほか、労働者を送り出す農村
側の経済構造についても調査・研究を
重ねてきました。

第 回99
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。

ナン ミャ ケー カイン 永杉豊
京都精華大学 国際文化学部 特任准教授 MYANMAR JAPON CO., LTD. CEO

多彩な活動と民主化運動を推進する特任准教授
【今回のテーマ】

シャン州タウンジー生まれ。89年に来日し、日本語学校
で学んだ後、立命館大学経営学部に入学。その後、同大
学で国際関係学を学び博士号を取得する。卒業後は東京
外国語大学で外国人特別研究員を務めたほか、複数の大
学で非常勤講師として教鞭をとる。通訳・翻訳業のほか、
母国ミャンマーでは日本語学校や出版社の運営にも携わ
る。21年より京都精華大学特任准教授に就任。専門分
野は開発経済学、国際労働移動研究。

ナン ミャ ケー カイン

京都精華大学 国際文化学部 特任准教授

Nang Mya Kay Khaing

ミャンマー社会に残る弱者への無関心を変えたい
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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
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民主化を境に大きく変化
母国でさまざまな事業を展開

永杉　その後、結婚と出産のため一時
的に研究職から離れるものの、非常勤
講師は続け、さらに母国で事業を起こ
すなど、幅広く活動をされています。
カイン　11年の民政移管を境にミャ
ンマー関連の仕事が大きく増えまし
た。日系企業の進出も増えたため、日
系のシンクタンクで調査・コンサル業
務を担当したこともあります。さらに
15年の総選挙を経てNLD政権が誕生
したことで、より自由に行動できるよ
うになりました。そこで、ミャンマー
で本格的に事業を開始することにした
のです。手始めに16年、ヤンゴンに
「ミャ日本語学校」を開校しました。
高度な日本語を教える目的以外に、私
の日本在住の利点を生かし、日本留学
に関する正確で詳細な情報を学生たち
に提供することを心がけて運営してい
ます。
永杉　ミャンマーでは出版社の運営に

も携わっているそうですね。
カイン　はい。もともと本に関わる仕
事をしたいと思っていたとき、大同生
命国際文化基金から支援を受け、日本
の絵本や伝記をミャンマー語に翻訳し
て出版するプロジェクトに携わりまし
た。そして19年にミャ・ジャパン・
サービス・サーベーという出版社を立
ち上げて運営しています。
永杉　その後、京都精華大学の特任准
教授に就任されるわけですが、どのよ
うな経緯があったのでしょうか。
カイン　運営する日本語学校から日本
の大学への留学ルートを構築しよう
と、さまざまな大学とコンタクトを取
りました。そのうちの一校が京都精華
大学で、お話を進めるうちに特任准教
授就任を打診されたのです。本学は日
本で初めてマンガ学部を立ち上げるな
ど、とても革新的な大学です。建学の
精神の一つに「自由自治」という言葉
があり、教員も学生も挑戦を躊躇しま
せん。この校風にとても魅力を感じま
した。また、ミャンマーとの関係も深

く、アウン・サン・スー・チーさんが
1998年7月に自宅軟禁を解かれたあ
と、大学の代表者がスー・チーさんと
の会談を実現させています。これらの
ことから、特任准教授の任をお受けす
ることにしました。
永杉　ご就任は21年4月のこと。つま
り、クーデターから2ヵ月後です。就
任以後、メディアで民主化を訴える発
信を続けられています。顔を出して活
動することには相応のリスクも伴うと
思いますが、それでも発信を続ける理
由を聞かせてください。
カイン　特任准教授になったことは、
顔を出して活動することのきっかけに
なりました。この職についたことで、
日本社会の中である種の信頼性が増し
たことを感じています。それは同時に
在日ミャンマー人の一人として大きな
責任が生じたとも言えるでしょう。で
すから、メディアなどから発言を求め
られれば、しっかりと顔を出して自分
の意見を表明しようと思うようになっ
たのです。

永杉　ご両親や親族の方はミャンマー
にいらっしゃるのですよね。心配では
ありませんか。
カイン　ものすごく心配です。母から
は活動を控えてほしいとも言われてい
ます。永杉さんはミャンマーのことを
よくご存じですから、私の家族に危険
が及ぶ可能性を考えて心配してくださ
います。しかし、多くの日本人は「他
国でインタビューに答えてもなんの影
響もないだろう」と考える人がほとん
どです。今のミャンマーは、自由な発
言すら許されないのだということを
もっと広く知ってもらいたいです。

風刺画から見える国の姿
民主化実現まで運動を続けたい

永杉　ミャンマー国軍についてどのよ
うにお考えでしょうか。
カイン　私は今、「自由と平和な表現
活動の支援団体（WART）」という活動
に参画しています。ミャンマーは古く
から風刺漫画が盛んな国でした。そこ
でWARTは本学のマンガ学部の諸先
生方とも連携してミャンマーに関する
風刺漫画を募集し、各地で展覧会やセ
ミナーを開いています。そこに寄せら
れた作品の中に『hahahaha』という
漫画がありました。「ロヒンギャ」「デ
モクラシー」という文字を軍人が無邪
気に踏みにじる姿が描かれた作品で
す。作者のホチキさんという方に話を

聞くと、これは国軍の幼児性を暗喩し
たものだとのことでした。この「幼児
性」という言葉に私は強く共感しま
す。「自分たちが存在しなければミャ
ンマーという国も存在し得ない」とい
う誤った自負や、他者に否定されたら
ムキになって反撃するという軍の一連
の行動は、まさに悪しき幼児性そのも
のと言えるでしょう。
永杉　カインさんの今後のビジョンを
教えてください。
カイン　「自分のできることは最後ま
でやる」という一言に尽きると思いま
す。残念ながら、軍による不当な支配
が一夜にして解消されるとは思えませ
ん。国軍が罪を認識し、ミャンマーに
真の民主主義が訪れるその日まで、あ
らゆる運動を続けていきたいです。
永杉　先程お話に出た「WART」に興
味があります。東京で展覧会の予定は
ないのでしょうか。

カイン　議員会館で開催したことはあ
るのですが、一般の方が入場できる展
覧会はまだ開催できていません。機会
があれば挑戦したいと考えているので
すが。
永杉　先日、ミャンマー国際支援機構
【MIAO】というNPO法人を立ち上げま
した。東京での展覧会実現のために、
当法人もお力添えできれば幸いです。
カイン　ぜひお願いしたいです。とこ
ろで、この【MIAO】は何と発音すれ
ばいいのですか（笑）
永杉　【ミャオ】と読んでいただいて
います。ミャンマーの人道支援や民主
化活動をしている団体をサポートする
目的で設立しましたので、WARTに限
らずさまざまなことで支援させていた
だきたいです。本日は休日にも関わら
ず、またお忙しい中ありがとうござい
ました。今後益々のご活躍をお祈りし
ております。

国軍に根付く「悪しき幼児性」が露呈した
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入口付近での乗降は多
少見られるものの、車
両の通行は少ない。自
転車や歩行者もまば
ら。賑わう往来を最後
に見たのはいつだった
ろうか。

「渋滞のメッカ」と
して名高いヤンゴ
ン・ダウンタウンの
中心部。しかし、当
たり前は当たり前で
はなかった…

停電の状況が改善され、発電機が動いてい
ないためか静かに感じる。Food Pandaなど
のデリバリーサービスも増えているようだ。

City Mart への物
流車両以外は車両
の動きは見られな
い。隣接するセド
ナホテルも先月と
変わらず静まりか
えっていた。

道端のお店はほとんどクローズ。路上
駐車の数はいつもと変わらない。

理由は明らかになっていないが、燃油価
格が下落した。一部の種類が欠品してい
る状況は続いているようだ。

軽めの渋滞が復活し、バス停で到着
を待つ人も多かった。歩道橋の上で
休憩する人の姿もチラホラ。

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7月11日撮影）。

6月下旬に「歩道橋の利用を禁止する」との通達が軍評議会からあったが、この日はいつも通り使うことが出来た。一方、レーダン
交差点とサンチャウン交差点付近では警備の目が厳しく、今月も撮影することが出来なかった。

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

スーレーパゴダを臨む（2017年3月撮影）

ボヤニュン通り

相変わらずマーケットは閉鎖。ボージョー
通りも車両の通行は少ない。Junction 
City周辺は賑わいを見せていた。

　温泉大国の日本からミャンマーにきた我々に
とって、ミャンマーの生活の中で日々、体を清潔
に保つ為、時には気分をリフレッシュ、リラックス
するのに大事なお風呂について今回書きたいと
思います。
　ミャンマーは南北に細長く、北部は温帯地域
ですが、ヤンゴン含む中部から南部は熱帯地
域の為、年間を通して日本と比べると暑いです。
その影響もあってか、日本の様にお風呂で湯船
につかる文化はなく、バスタブなしでシャワー
ブースのみということが多いです。中にはオー
ナーが特別に自分で使用する為や、外国人に
貸し出すようにバスタブを設置している部屋も
あります。ただ、バスタブにお湯をはろうとして

ミャンマーのお風呂事情について
も、お湯の量が足りないことがあります。これは
ミャンマーの給湯器が日本のようなガスによる
瞬間湯沸かし器でなく、電気式の給湯器ので
あるためです。特大の電気ケトルを使ってシャ
ワー、湯船のお湯を沸かしているとイメージ頂く
とわかりやすいかもしれません。つまり電気で
温めた大量のお湯をタンクに貯めておき、その
お湯を少しずつ使用しているという形です。
　故に、タンクのお湯を使い切るとお湯が出な
くなってしまうわけですが、特に湯船にお湯を
はって一度に大量に使うとすぐになくなってしま
います。タンクの大きさは、物件やオーナーによっ
て異なりますが、お湯をはれるほどの大きなも
のが設置されている物件は多くありません。

　日系の会社が作ったサービスアパートや、最
近建てられた大型のコンドミニアムを除いて、多
くの物件ではタンクが50リットル以下と小さいも
のが設置されており、お湯をはるのが難しいで
す。タンクに貯めるお湯の温度設定を高くしてお
くことで使えるお湯の量を増やす事はできます
が、シャワーから熱いお湯がでてくるので、注意
が必要です。お部屋を探される際に、もし湯船
の優先順位が高いようでしたら、給湯器のタン
クの大きさの確認をすることをぜひお勧めいた
します。最近では、日系のホテルの屋上に大型
のお風呂があり、宿泊客以外にも開放している
為、リラックスにはこちらを利用するのも一つの
手かもしれません。
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理由は明らかになっていないが、燃油価
格が下落した。一部の種類が欠品してい
る状況は続いているようだ。

軽めの渋滞が復活し、バス停で到着
を待つ人も多かった。歩道橋の上で
休憩する人の姿もチラホラ。

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7月11日撮影）。

6月下旬に「歩道橋の利用を禁止する」との通達が軍評議会からあったが、この日はいつも通り使うことが出来た。一方、レーダン
交差点とサンチャウン交差点付近では警備の目が厳しく、今月も撮影することが出来なかった。

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

スーレーパゴダを臨む（2017年3月撮影）

ボヤニュン通り

相変わらずマーケットは閉鎖。ボージョー
通りも車両の通行は少ない。Junction 
City周辺は賑わいを見せていた。

　温泉大国の日本からミャンマーにきた我々に
とって、ミャンマーの生活の中で日々、体を清潔
に保つ為、時には気分をリフレッシュ、リラックス
するのに大事なお風呂について今回書きたいと
思います。
　ミャンマーは南北に細長く、北部は温帯地域
ですが、ヤンゴン含む中部から南部は熱帯地
域の為、年間を通して日本と比べると暑いです。
その影響もあってか、日本の様にお風呂で湯船
につかる文化はなく、バスタブなしでシャワー
ブースのみということが多いです。中にはオー
ナーが特別に自分で使用する為や、外国人に
貸し出すようにバスタブを設置している部屋も
あります。ただ、バスタブにお湯をはろうとして

ミャンマーのお風呂事情について
も、お湯の量が足りないことがあります。これは
ミャンマーの給湯器が日本のようなガスによる
瞬間湯沸かし器でなく、電気式の給湯器ので
あるためです。特大の電気ケトルを使ってシャ
ワー、湯船のお湯を沸かしているとイメージ頂く
とわかりやすいかもしれません。つまり電気で
温めた大量のお湯をタンクに貯めておき、その
お湯を少しずつ使用しているという形です。
　故に、タンクのお湯を使い切るとお湯が出な
くなってしまうわけですが、特に湯船にお湯を
はって一度に大量に使うとすぐになくなってしま
います。タンクの大きさは、物件やオーナーによっ
て異なりますが、お湯をはれるほどの大きなも
のが設置されている物件は多くありません。

　日系の会社が作ったサービスアパートや、最
近建てられた大型のコンドミニアムを除いて、多
くの物件ではタンクが50リットル以下と小さいも
のが設置されており、お湯をはるのが難しいで
す。タンクに貯めるお湯の温度設定を高くしてお
くことで使えるお湯の量を増やす事はできます
が、シャワーから熱いお湯がでてくるので、注意
が必要です。お部屋を探される際に、もし湯船
の優先順位が高いようでしたら、給湯器のタン
クの大きさの確認をすることをぜひお勧めいた
します。最近では、日系のホテルの屋上に大型
のお風呂があり、宿泊客以外にも開放している
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ジェトロでは、日本企業の海外ビ

ジネス展開に関する様々なご

相談対応・課題解決に向けた各種の支

援サービスを提供しています。7月1日、

「中小企業海外展開現地支援プラット

フォーム事業」の一環として、ミャン

マー日本商工会議所（JCCM）と連携

し、法務・労務・会計・税務等に関する

「一問一答セミナー」を実施しました。

困難な時期だからこその
問題意識の共有

　本セミナーは、日頃、皆様が抱えて

いる問題や、今後の懸念事項などを事

前にお伺いし、今回は35の事前質問

に絞って、ジェトロの専門家（プラッ

トフォームコーディネーター）が回答

しました。本セミナーは、他の方の関

心事項や困り事を知ることで、新たな

気付や、知識の補充を目的としていま

す。本セミナーの講師にあたった専

門家は、ミャンマーでの駐在経験やビ

ジネス経験が豊富であられる方ばか

りで、非常に頼りになる存在です。

　本稿では、現下の不安定なビジネス

環境の中、是非、知識としても知って

おいてほしい代表的な法務・労務・会

計・税務に関する質問の回答例を紹介

します。

取締役の居住要件の遵守

　2022年4月17日以降、国際旅客便の

運航が再開されました。新型コロナ

ウイルスの感染拡大を受け、投資企業

管理局（DICA）は2020年10月20日、新

会社法における取締役居住者要件の

例外措置を発表し、政府による公式な

日系企業動向、ミャンマーの新潮流を読み解く
JETRO STREAM

入国再開日までは、居住判定期間に算

入しないことを発表しました。ミャ

ンマーでは、株式会社の取締役のうち

最低1人または支店の代表者が12カ月

間のうち183日以上、ミャンマーに居

住することが義務付けられています。

　セミナーでは、DICAによる同措置

の終了通知が出状されていないもの

の、4月17日に国際旅客便の運航再開

に伴い、同措置は終了した前提で対応

すべきとの説明がありました。

チャット記載の契約書へ
変更すべきか

　ミャンマーでは、現在、金融機関を

通じたドルの第三者向けの国内送金

が禁止されております。従って、ドル

記載の契約書自体もチャット記載の

契約書に切り替えた方がよいかといっ

た質問がありました。

　同質問に対しては、すでに締結され

ている契約書自体については、必ず

しも変更する必要はないが、国内で

の外貨決済が出来ない以上、

チャットで決済する必要が

あり、その場合には当局に説

明の付く公定レート(1ドル＝

1,850チャット )を用いるの

が無難であろうとの見解が示

されました。

　一方、契約書をドル建てに

することが禁止されている訳

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。

全国民族村にて、筆者撮影

ではないこと申し添えます。

合弁企業のデット・エクイティ・
スワップは可能か

　理由は様々かと思いますが、今後、

合弁企業のデット・エクイティ・スワッ

プ（Debt Equity Swap、債務の株式化）

を検討することもあるかと思います。

　想定されるケースでは、合弁相手が

株式比率に応じた借り入れの支払い

に応じられず、結果、合弁企業の財務

諸表上の債務が拡大し、誰がそれを負

担するかといったことが挙げられます。

ミャンマーにおいても、会社法64条b

項に基づき、現金以外の方法による株

式発行措置に準じた対応（DES）が可

能です。実行する際には、当該ローン

（債務）の現在価値の算出、及び株主に

対する公正及び合理性の説明等は最

低限必要となりましょう。

　こういった各種相談をジェトロで

は常時受付けております。最寄りの

ジェトロ事務所にご相談下さい。

今、現地駐在員が関心を寄せる法務・労務・会計等（前編）
～JETRO/JCCM主催の一問一答セミナーより～

第88回

源泉所得税の納付手続きの改正、税務監査のスタート78

　海外に支払うサービス料等についての源泉所得税の天引き、

納付等について、IRDは、2022年６月9日付けにて、手続き方

法の一部変更の発表を行いました。今後、納付については、所轄

税務署の許可を受ける必要があります。

　税法においては、居住者や非居住者に対し、利息やロイヤリ

ティー、サービス代金等を支払う場合には、所定の源泉税を天引

きし、支払いから15日以内に、納付することとされています。

　各税率については、下記の通り。

　これらの源泉所得税の手続きについては、2015年くらいか

ら運用が厳しくなりました。2020年9月3日には、当局から手続

きに関する手引きが発表されました。事例を紹介して、納税者が

上記の支払いを行う場合に、正しく源泉所得税を天引きして期

限内に納付することという点の念押しがありました。

　今回の2022年6月の発表は、この2020年の発表を撤回し、

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。

源泉所得税の天引きについて、運用よりを厳密化するという内

容で、所轄税務署の承認を受ける必要があるとしたものです。

　該当の支払いがある場合、納税者は、所定の書類を所轄税務

署に提出し、承認を得なければならなくなりました。所轄税務署

というのは、LTOやＭＴＯの様に、通常の法人税等を所轄してい

る税務署が該当します。また、所定の書類とは、支払いに関する

請求書、支払者、受取者（外国もしくはミャンマーにおける非居

住者）の当該国においての登記情報、条約締結国については、当

該外国における証明書類等となります。

　これまでは、納税者の判断によって行われてきた源泉所得税

の納税手続きですが、今後は、サービス料等の支払いを行う前

に、これらの所定の手続きを踏む必要があります。該当の支払い

がある場合には、時間を要すると思いますので、あらかじめ準備

しておきましょう。

　また、今年に入って、TAX AUDITという税務署による税務監

査がスタートしています。2019－20年度からスタートした申告

納税方式について、タックスクリアランスとは別に、より詳細な税

務調査が行われます。

　今のところまだプレスタートという感じで、現地調査の数は少

ないです。還付額がある場合、繰越欠損金がある場合、経費が過

大ではないかと思われる場合について、重点的に行われている

様相です。免税事業の商業税の取り扱いや、キャピタルゲイン、

減価償却等々、タックスクリアランスよりもっと明確なターゲット

をもって行われている印象。今後、より税務リスクが高まっていく

と思われます。納税額が出ていない場合でも税務対策に留意が

必要です。

ミャンマー  Right Hand Associates

居住者に
支払う場合

非居住者に
支払う場合

租税条約が
ある国の例
（シンガポール）

一定の者に対する物
品の購入代金または
サービス料の支払い等

政府または政府機関
等の契約に関連する
物品購入またはサー
ビス対価の支払い等

ロイヤリティ

利息の支払 ― 減免

減免

免除

免除―

10% 15%

15%

2%

2.5%

2.5%
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の納税手続きですが、今後は、サービス料等の支払いを行う前

に、これらの所定の手続きを踏む必要があります。該当の支払い
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　また、今年に入って、TAX AUDITという税務署による税務監

査がスタートしています。2019－20年度からスタートした申告

納税方式について、タックスクリアランスとは別に、より詳細な税

務調査が行われます。

　今のところまだプレスタートという感じで、現地調査の数は少

ないです。還付額がある場合、繰越欠損金がある場合、経費が過

大ではないかと思われる場合について、重点的に行われている

様相です。免税事業の商業税の取り扱いや、キャピタルゲイン、

減価償却等々、タックスクリアランスよりもっと明確なターゲット

をもって行われている印象。今後、より税務リスクが高まっていく

と思われます。納税額が出ていない場合でも税務対策に留意が

必要です。

ミャンマー  Right Hand Associates

居住者に
支払う場合

非居住者に
支払う場合

租税条約が
ある国の例
（シンガポール）

一定の者に対する物
品の購入代金または
サービス料の支払い等

政府または政府機関
等の契約に関連する
物品購入またはサー
ビス対価の支払い等

ロイヤリティ

利息の支払 ― 減免

減免

免除

免除―

10% 15%

15%

2%

2.5%

2.5%



16 Aug  2022

　5月25日～6月29日に発表された主な法令、通達
等は以下の通りです。

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（5月
25日、30日、6月3日、13日、20日）。（累計で45回目、
合計4500社の登録が抹消されている）

競争の促進とミャンマードメインの使用の促進
のため、電気通信法に基づき、ドメイン等を付与
する会社を追加している（3社から7社に増加）。（5
月27日）

輸出による外貨収入について、出荷（shipment）
から6か月以内（2021年11月10日からは3か月以
内）に外貨取扱銀行（AD Bank）の口座に入金する
という規制に違反した企業137社について起訴
され、その取締役について、ブラックリストに掲
載されたとして、企業名、住所、取締役の氏名、身
分証番号を新聞紙上で公開している。（6月3日）

2020-2021会計年度における各政府機関から受
領した情報に基づく建設関係会社のブラックリ
ストを発表している。（6月3日）

海外送金に際しての源泉税徴収の要否に関し、歳
入局（IRD）の確認を必要としている。（6月9日）

NUGの労働省と称する組織が、海外でミャン
マー人労働者の調査を行い、OERC（Overseas 
Employment Registration Card）というカードの
発行を発表しているとして、以下の点を発表して
いる。（6月9日）
ミャンマー人が海外で雇用されるためには、海外雇
用法に基づき労働省が発行したOWIC（Overseas 

Worker Identifi cation Card）が必要であり、これを
所持している場合のみミャンマーから出国するこ
とができる。
（NUGの）OERCを所持した者は、ブラックリスト
に掲載され、ミャンマーからの出入国が禁止され、
法的措置が執られる。
海外で（NUGの）OERCの申請又は所持が判明した
者は、ブラックリストへの掲載、パスポートの無効化、
国籍のはく奪、ミャンマーへの入国禁止がなされる。

SNS 上で、未認可決済の Mobile Pay/Mobile 
Walletサービス業者によるユーザー間の送金、購
入決済が可能であるとの情報が掲載されているが、
中央銀行による認可がなされていない業者によ
るこれらの行為については、体系的な監督の欠如
により重大な損害を生じさせる恐れがあると指
摘し、これらの未認可決済業者の行為については、
金融機関法により罰金若しくは禁固又はその双
方の対象になると通知している。（6月10日）

CRPHやNUGに扇動されたPDF等によるテロ
行為は、ミャンマーの安定を阻害し、民主化の実
現を妨げるとして、PDF等の組織が武装解除、降
伏して通常の市民生活に戻ることを歓迎すると
表明している。（6月12日）

少数民族武装勢力に対し、ミャンマー国民全体の
利益となる平和国家樹立のための和平プロセス
に参加することを提案し、6月30日までに代表者
等を届け出るように求めている。（6月14日）

救援便帰国者、国境での入国者、国際商業航空便
での入国者に関するCOVID-19関係の規制（6月

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！

15日）。

禁止行為の具体化、市民の保護強化等を内容とす
る反人身取引法（The Anti Traffi  cking in Persons 
Law）の改正（6月16日）

COVID-19からのビジネスの経済活動の遅延の
回復、輸出入物品の体系的な管理、輸入行為の外
貨の使用の規制を目的として以下の物品につい
て、輸入ライセンスの取得が不要とされていた物
品について、ライセンスを順次要求することとし
ており、第6弾として、2022年5月2日より輸入ラ
イセンスを要求する5101品目（10桁HSコード）（6
桁HSコードでは2447品目）を発表している。（6
月17日）

綿花及び綿について、重要物品に指定し、投機目
的の貯蔵や値上げを禁止し、違反者に対しては、
基幹物品・サービス法（The Essential Supplies 
and Services Law2012）に基づく措置が執られ
るとしている。（6月23日）

建設省の（入札等のための）登録建設業者の登録
状況についてのアップデート（6月24日）

COVID-19に関する各種措置（解除されたものを
除く）の7月31日までの延長（6月29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。

5月25日～6月29日に発せられた法令一覧第74回

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
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［7月21日］
オレドーがミャンマー
撤退を表明
　カタールの通信事業社オレドーは、ミャ
ンマーでの事業から撤退する方針を明らか
にした。DVB Burmese Newsが7月20日に
伝えた。
　昨年2月のクーデター以降、ミャンマーで
はインターネットの通信が遮断されるなど、
軍評議会による制限が苛烈を極めており、
ノルウェーの通信大手テレノールの事業売
却後はオレドーが国軍の支配下に置かれな
い唯一の通信事業者になっていた。
　オレドーの買収については、大手メディ
アのシュエタンルイン（Skynet）やYoung 
Investment Groupのほか、シンガポールの
通信事業者Campana Companyなどの名前
が挙がっている。

ミャンマーの輸出入業者が苦境、
軍評議会の外貨規制で
　軍評議会傘下のミャンマー中央銀行
（CBM）が連発した外貨関連の通達により、
輸出入業者が苦境に陥っている。DVB 
Burmese Newsが7月20日に伝えた。
　輸入業者によると、経済・貿易省がガソ
リン、食用油、医薬品を除くほとんどの物
品に関して輸入ライセンスを発行していな
いため、輸入ができなくなっているという。
CBMは、顧客から電信送金（T/T）によりド
ル建て全額前払いで入金が確認された場合
にのみ輸出ライセンスを発行すると規則を
変更しているという。
　一方、輸出業者によると、CBMが1ドル
＝1,850Ksとレートを固定しているため、
輸出価格を高く設定する必要があり、競争
力を失っているという。通常ならばドル高
チャット安になれば、輸出が有利になる。
しかし、1ドル＝1,850Ksとレートが固定さ
れているため、輸出価格を高く設定しなけ
ればならない。

　コメの輸出業者は「国際価格が1トンあた
り400米ドルの時、ミャンマーでは430～
440米ドルで輸出せざるを得ない。当然、
競争力は全くなくなる」とコメント。「この
状況では輸出業者、輸入業者どちらもビジ
ネスにならない」と軍評議会の対応を批判
した。

［7月20日］
ミャンマーのCDM避難民へ支援金、
日本ミャンマー友好協会
　日本ミャンマー友好協会（東京都品川区、
藤縄善朗会長）は7月16日、ミャンマーの市
民不服従運動（CDM）に参加したとして、国
軍の弾圧からタイに避難しているミャンマー
人団体に支援金を手渡した。
　CDMは、国軍のクーデターに反対する市
民がミャンマーの法律や命令に従わず非暴
力的手段で抗議する運動で、2022年のノー
ベル平和賞にもノミネートされた。
　当日は、タイ北部のメーソートに避難し
ている元駐日ミャンマー大使館1等書記官の
アウン・ソー・モー夫人に、同協会の永杉
副会長より253,442タイバーツ（およそ
1,000,000円）が手渡された。

［7月19日］
日本の国際NGO、
ミャンマーの平和を願い植樹
　紛争が続くミャンマー東部のカイン州で7
月18日、日本の国際NGOが地域の平和を願
い植樹した。
　場所はカレン民族同盟（KNU）が統治する
カイン州の避難民キャンプで、NGOのジャ
パニーズソサエティ（井本勝幸代表）とNPO
法人ミャンマー国際支援機構（永杉豊代表理
事）が現地の視察をかねて植樹を実施した。
　このキャンプは、市民不服従運動（CDM）
や市民防衛隊（PDF）などで軍評議会から迫
害を受けた国内避難民の施設で、国軍の攻
撃により手足を失うなどした負傷者も多数
収容されている。ジャパニーズソサエティ
はこれまでも施設の医療棟の建設やインフ
ラ整備を支援しており、ミャンマー国際支
援機構もこれに協力する。
　KNU人道支援担当のカニョワ氏は、日本
のミャンマーに対する平和のための支援に
感謝の意を述べた。

［7月15日］
ジャパンハート、日本人医師による
ミャンマーでの医療活動を再開
　国際医療NGOのNPO法人ジャパンハート
（東京都台東区、吉岡春菜理事長）は7月14
日、ミャンマーでの日本人医師による医療
活動を7月下旬から再開すると発表した。
ミャンマーに日本人の医療者が渡航し治療
を行うのは、2020年3月以来2年4か月ぶり
となる。
　ミャンマーでは、新型コロナウイルスの
感染拡大により全ての国際旅客便の運航が
2020年3月29日から停止されていたが、今
年4月17日に約2年ぶりに解禁された。これ
を機に、吉岡医師と佐藤事務局長がミャン
マーに渡航し、約1週間にわたり100件以上
の集中的な手術活動を実施する運びとなった。

ソー・バ・ラ・ティンNUG駐日代表が
献花、安倍元総理を追悼
　ミャンマー国民統一政府（NUG）駐日代表
のソー・バ・ラ・ティン氏は7月15日、今
月8日に奈良市で参院選の応援演説中に銃撃
されて亡くなった安倍晋三元首相を悼み、
在日ミャンマー人の有志らと自民党本部を
訪れ献花した。
　安倍元首相は2013年5月、日本の首相と
して36年ぶりにミャンマーを訪問。翌14年
11月に首都ネピドーで開かれた東南アジア
諸国連合（ASEAN）関連首脳会議にも出席す
るなどミャンマーとの関係も深かった。

［7月12日］
オートバイ乗車で逮捕、
発砲も
　軍評議会がヤンゴン市郊外でオートバイ
の使用を禁止したことにより、市民生活に
大きな影響が出ている。Radio Free Asiaが
7月11日に伝えた。
　軍評議会は6月18日以降、インセイン、
クンジャンゴン、タンリン、コムー、ダラ
などヤンゴン市郊外の郡部においてオート
バイの使用を禁止した。従わない場合は発
砲、逮捕しオートバイを押収している。
　軍評議会は、市民防衛隊（PDF）がオート
バイを使用し、警察や検問所などに手りゅ
う弾を投げ込むなどの破壊活動を行ってい
るためだと説明している。

クーデター、コロナ
関連ニュースまとめ

▲景気悪化の影響か、ヤンゴン市内の路地裏は閑散としている

軍評議会トップのミン・アウン・フライン総司令官がロシアの高官らと会談し、
同国との関係を深めている。欧米諸国との距離は開くばかりだ。7月21日までの
主なニュースをピックアップする。
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ネスにならない」と軍評議会の対応を批判
した。
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日本ミャンマー友好協会
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　このキャンプは、市民不服従運動（CDM）
や市民防衛隊（PDF）などで軍評議会から迫
害を受けた国内避難民の施設で、国軍の攻
撃により手足を失うなどした負傷者も多数
収容されている。ジャパニーズソサエティ
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衝撃のニュースが飛び込む

　安倍晋三元首相が亡くなった！
それも日中、公衆の目の前で、銃
弾に撃たれて…。
　このニュースは、戦後生まれの
私には衝撃でした。自分の中で、
日本は「安全で平和な国」という
イメージが出来ていたのです。
　7月8日11時30分頃（日本時間）、
日本に住む友人からニュースが送
られてきた。内容を見た途端、私
は現場のミャンマー人の仲間やメ
ンバーに「大変だ！大変だ！大変
だー！」と騒ぎ、仕事中の手を止
めてもらいBBCニュースなどから
可能な限りの速報を手に入れよう
としました。
　この時、私は彼らが内容を知っ
ても驚かないことに驚いたのです。

ミャンマーの若者たちは
激動の中を生きてきた

　現地のメンバーは20歳、24歳、
25歳と若い。当初私は「驚かない
のは若いからかな？」と解釈して
いたのですが、彼らの背景をよく
考えてみると…。
　2011年、ミャンマー政府は世界
に向けて門戸を開き、民政移管を
果たしました。その時、メンバー
の年齢は9歳から14歳。その前は
軍政で、要は専制主義でした。そ
して、10年後の2021年2月1日、
民主主義が破壊され再び軍事政権

に逆戻りしたのです。
　私は2004年からミャンマーの人
道医療支援に関わらせて頂いてい
ます。初めての活動地はラカイン
州。当時のラカインでは、政府は
一部の民族に対して教育の平等性
や結婚の自由はおろか、行動の自
由などにも制限を設けていました。
人々は自由に自分の意見や想いを
口に出すことなど許されない時代
だったのです。口を開けば、自分
のみならず家族の命も危なくなる
可能性があった。だから、誰も自
分の想いなど口に出さない。その
時のことは、今でも鮮明に思い出
されます。
　ここで一緒に活動を共にしてい
る彼らは、生まれた時からそんな

状況の中で生きてきました。たま
たま、10歳くらいの時に民主化さ
れたとはいえ、その前は「いつ連
れ去られるか」と自分の意見も言
えない現実の中で生きてきたので
す。だから、安倍晋三元首相の暗
殺にも驚かない！彼らにとって暗
殺は身近なもの。私は愕然としま
した。私は一体彼らの何を今まで
見ていたのだろう。表面的な部分
だけだったのかもしれない…。自
分自身を恥じたのです。
　この国の行く末を彼らと共に見
ていきたい。そして、少しでも彼
らの力になりたい！それが、今の
私が言えることです。
～～誰一人も取り残すことのない
地球を～～

名知仁子（なち さとこ）

私はいったい、彼らの何を見ていたのだろうか？第５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。

◀ MFCGは10周年
を迎えることができ
ました。6/12に行
われた10周年記念
イベントの模様です。

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

↑

レーダン
(လွည္းတန္း)
レーダン
(လွည္းတန္း)

ピ
ィ
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ン
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ン
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မ္း

ピ
ィ
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ウ
ェ
ザ
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ン
ダ
ー
ラ
ン
 

 ေ၀ဇယ
ႏာၱ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

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

　ホテル

　その他料理 　マンション

　郵便局

　学校

　公的機関

　カフェ

　ショッピング

　ナイトスポット

　SPA・マッサージ

　スポーツ施設

　パゴダ・寺院

　観光地

　オフィス

　レジャースポット

　ゴルフ場・練習場

　大使館

　銀行・両替

　病院
地図の記号

　日本料理屋

　ミャンマー料理屋

　韓国料理屋 　工場

ヤンゴン（ラングーン）全域
Yangon (Rangoon)

N

特製MAPMyan
Japo 

使
え
る
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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.
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ティラワのランドマーク
である正面ゲート
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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
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いつでも、どこでも、好きなときに読める！

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

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。

MYANMAR JAPONが電子ブックに!!

お問い合わせはこちら
MJIホールディングス

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。

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

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

④付箋機能 

③ペン(マーカー)機能 
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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




