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【ティラワ経済特区の奨励事業と申請手続等を公表】 

2014年10月1日、ミャンマー国家計画経済開発省より、ティラワ経済特区への投資認可申請

を規定した通達（MNPED Notification 81/2014）が発行されました。 

 

本通達では、禁止事業が明示されると同時に、禁止事業に該当しないすべての事業が許可

される旨が明記されました。また、奨励事業として複数の業種が列挙され、これには外国投

資法で制限のかかっている小売・卸売業や物流業の他、金融サービスも含まれています。一

方で、業種別の最低資本金その他の条件も設定されており、SEZへの投資に際してはこれら

の条件を充足する必要があります。 

 

今回公表された改訂通達の要旨を、以下に取りまとめました。 

 

SEZ内の奨励事業 

本通達では、SEZ内にて操業可能な事業として以下が明記されました。 

基本的に、禁止事業として列挙されている事業を除くすべての事業を営むことができます。そ

の際、最低資本金の要請はありますが、外資比率などへの制限はないものと理解されます。 

SEZ内で営むことのできる事業として、以下の3項目がまず列挙されています。 

（1） 以下に列挙する禁止事業以外のすべての事業 

（2） 外国企業が所有する製品・商品の保管ならびにそれらを所有者の指示に従い配送す

る事業。この場合、必ずしもラベルを貼る、パッケージ・リパッケージするなどの簡単な

工程を経る必要はない。 

（3） 輸入品を冷凍倉庫などに保管する業務、また、CKD／SKD部品を輸入して組み立てる

業務 

 

つまり、製造業を含むあらゆる業種の参入を認めるものであり、その中には、外国企業が

ミャンマー国内に在庫を保管して販売する業務も認めています。現在、外国資本の企業には、

卸売り等の販売業務が認められておらず、現地の販売代理店を介して製品の販売を行って

いますが、上記の倉庫を利用すれば、代理店に在庫負担を強いることなく販売を拡大するこ

とが可能となります。 

また、製造業においては、一貫した製造工程を移設する前段階として、CKD／SKDパーツを

輸入して、簡単なアセンブリー作業から事業を開始することもできることを示唆しています。 
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さらに、別の条文においては、SEZ内の工業ゾーンに限らない商業ゾーンあるいは住居ゾー

ンでの奨励事業として、以下の20事業を奨励しています。 

1） 販売業 

2） 住居、ホテル、ショッピングセンターを含む不動産開発事業 

3） 設計・エンジニアリング 

4） 倉庫業・運送業 

5） 研究開発事業 

6） ソフトウェアサービス 

7） 情報関連サービス事業（ビジネスセンター、コールセンター、人事管理、保険請求、

法律のデータベース、処方箋の作成、給与計算・会計業務、ウェブサイト製作、デ

ザイン業務などのシェアードサービス事業） 

8） 小売、卸売を含む流通業 

9） 金融サービス 

10） 専門職サービス（法律、会計業は含まない） 

11） 長期ならびに短期のリース業 

12） コンサルティング及び関連サービス 

13） 建設及び関連サービス 

14） 教育サービス 

15） 環境関連サービス 

16） 病院及びその他医療サービス 

17） 観光事業及び関連サービス 

18） リクレーション・エンターメント事業 

19） 芸術・スポーツサービス 

20） 運輸及び関連サービス 

 

SEZ内の禁止事業 

今回の通達では、SEZ内で禁止される事業として以下が列挙されています。 

1） 軍用の武器弾薬、兵器、爆発物の製造ならびに防衛サービス 

2） 環境や生態系に悪影響を及ぼす製造ならびに生産活動 

3） 海外から輸入した物品をリサイクルして再輸出する事業 

4） 麻薬・覚せい剤等の薬物の製造・加工 

5） 有害化学品、農薬、殺虫剤など、WHO他の国際基準で健康あるいは環境被害を生

じると認められる化学物質の輸入ならびに製造・加工 

6） 海外から持ち込んだ産業廃棄物を再利用する事業 

7） オゾン層を破壊する有害物質を製造または排出する事業 

8） アスベストを含む製品の製造・加工・販売 

9） その他、公害や環境破壊の原因となる物質の製造・加工 

 

上記の他、以下の事業もManagement Committeeの審査対象外とされており、実質的に禁止

事業となっています。 

1） 廃棄物処理やリサイクルに関する国際標準を満たさないプラスチックその他廃棄

物のリサイクル事業 

2） 再生された衣服、古着、布切れ、ぼろ切れ、工業用の払拭布、再生羊毛、綿糸、毛

布、ショールなどのリサイクル事業 

3） 車両機械等の修復、修理、取替えなどのための中古部品の輸入 

4） ミャンマーの既存の法律、規則に違反する化学品、生物、物質、機械類等ならびに

技術の輸出 
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申請手続き 

ティラワ経済特区への申請にあたっては、投資家がForm-1及び添付資料をManagement 

Committeeへ提出し、Management Committeeは、申請書受領から30日以内に、投資申請を

認可もしくは却下する旨を文書により通知することになります。外国投資法に基づく投資認可

期間が90日以内とされていることと比較すると、より短期間で認可手続が完了することを企

図しています。 

 

 

最低資本金その他の条件 

下表の通り、業種別に最低資本金が設定されました。ロジスティックサービスを除き、製造業、

サービス業のいずれも最低US＄300,000の資本金を準備する必要があります。また、フリー

ゾーン事業における輸出製造業は、経済特区内で生産した完成品を輸出することを原則とし

ていますが、製品売上の25％までは国内向け販売も許容されることになりました。なお、当

該輸出比率は各年度末の監査で確認されることになっており、要件を充足していない年度に

おいては、免税等のフリーゾーン企業としてのインセンティブを享受できないことになります。 

 
フリーゾーン事業 プロモーションゾーン事業 

輸出比率  

 製品売上の75％以上の輸出 

－  

 製品売上の80％以上をフリーゾーン内の輸出企業に

販売（間接輸出） 

※各年度末に直接・間接輸出売上高の記録（監査済み）

を提出。上記上限を充足していない年度においてはフリー

ゾーン企業のインセンティブを利用できない。  

最低 

資本金 

 輸出型製造業：  US＄750,000   製造業：  US＄300,000  

 間接輸出型製造業：  US＄300,000   サービス業：  US＄300,000  

 販売・輸出関連サービス業：  US＄500,000   不動産開発事業：  US＄5,000,000 

 国際貿易見本市センター：  US＄10,000,000  教育訓練事業：  US＄2,000,000  

 ロジスティックサービス：  US＄80,000    

その他の要件 －  

 区域内のホテル事業： 3スタークラス以上  

 区域内の病院事業： 近代的設備を備えベッド

数100床以上  
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添付資料）Form – 1 

 

Part I 

投資事業に関わる申請書 

日付： ______________ 

1 会社名 

 登記住所 

外国法人の場合は、本店所在地 

 電話番号 

 ファックス番号 

 E-Mail アドレス 

 Web-Site アドレス 

 責任者のパスポート番号 

 取引銀行名、住所、口座番号 

 署名 

 税務登録番号 

    （登録証の写しを添付） 

2 会社の種類： 

  

 公開会社 

 非公開会社 

 個人事業 

 パートナーシップ 

 その他 （組織形態を記載） 

  

（会社登記簿・定款の写しを添付) 

3 事業の規模 

（i） 大規模 

（ii） 中規模 

（iii） 小規模 

4 役員、パートナー、事業者の氏名、住所、電話番号 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

5  製造する物品の説明： 

（主たる製品ならびに副産品） 

（必要であれば、詳細な説明書を添付） 

 

 製品の生産可能数量 （生産キャパシティ） 

6 設備投資額の明細： （千チャット単位） 

（a） 工場ならびに機械設備 

（i） 国内調達 

（ii） 輸入品 （CIF価額） 

（iii） 合計 （i）＋（ii） 

 （b） 資金調達の方法 
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7 輸入原材料・部品の内容： （千チャット単位） 

 （a） 機械設備以外の固定資産 

 （b） 原材料、部品、消耗品、梱包資材、燃料等（5年間の輸入見込額） 

 （詳細な明細を別途添付する） 

 合計： 

8 必要なインフラの情報 

a） 用地面積 （平方メートル）： 

 （i） 工場ならびに事務所建物 

 （ii） 倉庫その他保管場所 

 （iii） その他設備 

 b） 建物面積 

 c） 水使用量 （立法メートル）： 

 （i） 工場用水 

 （ii） 飲料水 

 （iii） その他の用途 

 （iv） 上記合計 

 d） 排水処理量 

 （i） 排水の量、性質ならびに排出の方法 

 （ii） 独自の排水設備を備える場合には、その仕様等の情報 

 e） 電力使用量 （KVA） 

9 雇用人員数 

年度 職務 男性 女性 

1年度目 管理職   

技術職   

工員   

2年度目 管理職   

技術職   

工員   

3年度目 管理職   

技術職   

工員   

4年度目 管理職   

技術職   

工員   

5年度目 管理職   

技術職   

工員   
 

10 海外法人との共同事業契約等の有無 

Yes     No                

 （i） 海外法人の氏名・住所 

 

 （ii） 契約の内容 
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（続き） 

（1） 資本金の額 

（千 US ＄）    （千 Kyat） 

 （aa） 登録資本金 

 （bb） 発行済み株式の額  

 （cc） 払込済み資本の額 

 注： 登録済みの会社の場合は、既存の株主構成を明記のこと 

 

 （2） 株主構成 

（千 Kyat）  （千 US ＄） 

 （aa） 外国法人 

 （bb） 非居住個人  

  ii） ミャンマー国籍保有者 

  iv） 外国籍保有者 

 （cc） 国内資本（法人・個人） 

 （dd） 資本合計 

 （ee） 外部借入金（明細を添付） 

 

 （3） ロイヤルティ契約等の内容 

（契約の詳細あるいは契約書ドラフトを添付）  （千 Kyat） （千 US ＄） 

 (aa) 一括支払額 （国内売上に関わる支払額） 

 (bb) 設計・製図作成料 

 (cc) 技術者支援料 

 (dd) ロイヤルティ料率 （輸出売上に対する料率）  ％ 

 (ee) ロイヤルティ料率 （国内売上に対する料率）  ％ 

 (ff) 契約期間 （年） 

 

 （4） マーケティング支援契約（契約の詳細あるいは契約書ドラフトを添付） 

 

11  事業計画（予測損益） 

（千 US ＄） 

  1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 

売上高      

（輸出売上）      

（国内売上）      

原材料等原価      

（輸入原材料等）      

（国内調達原材料等）      

粗利益      

販売費及び管理費      

税引前利益      
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12 外国為替の取り扱い高 

（千 US ＄）     

 1st 2nd 3rd 4th 5th 合計 

（5年間） 

（1） 輸出売上高（FOB価額）  

 

      

（2） 外貨支払額* 

 

      

（3） 純受取額 （1）-（2） 

 

      

* 外貨支払額には、輸入する設備、原材料、部品、消耗品、スペアパーツ、梱包資材などのCIF価額、ならびに、配当金、ロイ

ヤルティ、一括払いのノウハウ料、設計・製図費用、技術者支援料、現地従業員の海外研修費用、コミッション、借入金の利子

延払い契約の利子などその他の支払い額を含む。 

13 その他の情報 

（a） 申請企業が、別途、外国投資法による認可を受けている場合には、その認可証の番号、発行日、製品、各プロジェクトの

実施進捗状況 

 （b） 申請企業、もしくはその役員またはパートナーが他の企業の役員またはパートナーを兼務しており、同社において、外国

投資法、貿易取引法、外国為替管理法、または税関法に関連して、違反行為もしくは許認可の差し止め処分を受けてい

る場合には、その内容 

 場所：     

日付： 

     

署名 

署名者の氏名  

 （社判）                                              役職 

電話番号 

E-mailアドレス 

Web-Siteアドレス 

住所 

 

 宣誓書 

申請書の内容が、自己の知りうる限り真実かつ正確な内容であることを保証する。また、上記申請の内容に虚偽あるいは錯

誤のあった場合には、当該申請に基づき付与された認可書等が取り消しまたはその他の処分に処置されることを承知するも

のである。 

また、同内容の宣誓書も、当申請書に添付して提出するものである。 

 

場所：     

日付： 

     

署名 

署名者の氏名  

 （社判）                                              役職 

電話番号 

E-mailアドレス 

Web-Siteアドレス 

住所 
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Part II 

下請け契約に関する詳細 

 

生産工程において下請け加工業者を利用する場合には、その業者の詳細を以下に記載する： 

（i） 下請け加工の詳細： 

（a） 下請け加工を委託する数量 

（b） 下請けを委託する生産工程 （作業工程の詳細を記述） 

（ii） 下請け業者の詳細の会社名とその所在地： 

（a） 国内の一般地域内 

（b） 同一経済特区内のプロモーションゾーン 

（c） 同一経済特区内のフリーゾーン 

（d） 他の経済特区内 
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