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1 ポピュラー・プラスチック・グループ

日本企業への
製品販売

商

S.D.S ELECTRIC (MYANMAR) CO., LTD

商事部門
あり

っている。主に委託生産でエアコン用の変圧器を

■社長：ゾウ・ウィン
■設立：2013年
■本社：ヤンゴン
■資本金：4000万円
■従業員：60名
■売上高：2012年/ー
2013年/ー
2014年/700万円
■事業内容：電気機器製造業
■主要製品：小型変圧器

!

!

小型変圧器の製造をタイからコア技術を導入し行
日系メーカーから受託している。輸出を拡大しよう
としており、日本企業からの委託生産、さらに小型
変圧器生産分野で生産性向上のための技術、部品、
治工具、測定機器にも関心が高い。

射出、押出し、ブロー、回転成形を行う経験豊富な

POPULAR PLASTIC GROUP

■社長：ミン・タン
■設立：1985年
■本社：ヤンゴン
■資本金：1億2300万円
■従業員：1500名
■売上高：2012年/2200万円 2013年/2500万円 2014年/3700万円
■事業内容：プラスチック製品製造業
■主要製品：各種プラスチック製品（椅子、ゴミ収納箱、台所用品、配線器具）
PVCパイプ、スチール家具

商
2 スペース・ライト

プラスチック生産メーカー。グループ内で電気器具、
スチール家具生産も手掛けている。テイラワSEZ

商

に進出を予定しており、高品質のプラスチック、金
属生産を目論んでおり、日本企業とこれら分野で

7 エーエヌシー・フォーチュン・ウィナー

の合弁事業に関心が高い。

行っている。低電圧配電盤では国内メーカーから

■取締役：キン・ウーチー・ティン
■設立：2012年
■本社：ヤンゴン
■資本金：600万円
■従業員：15名
■売上高：2012年/500万円
2013年/700万円
■事業内容：電力機器輸入販売業
■主要製品：低電圧配電盤、変圧器

!

!

システムインテグラ―として配電盤の設計、設置を

ANC FORTUNE WINNER CO., LTD

調達しているが、プロジェクト案件で配電盤、変圧
器メーカーを探している。日本企業とは重点品目と
2014年/ 7400万円

して排出潜水・移送・ブースターポンプ等のポンプ
メーカーとの商談を期待している。

充電器、インバーター、安定器、ソーラーシステム

SPACE LIGHT CO., LTD

■社長：テイン・トウェイ・アウン
■設立：2005年
■本社：ヤンゴン
■資本金：1億4800万円
■従業員：150名
■売上高：2012年/1億7200万円 2013年/2億9500万円 2014年/3億6900万円
■事業内容：電気製品製造業
■主要製品：インバーター、安定器、充電器、過電圧低電圧保護器

商
3 ステップ・バイ・ステップ

を333energyブランドで生産している。国内販売
は直販及び500あるデーラー経由で行っている。

商

新工場を東ダゴン地区に建設中である。貿易部門
で照明ランプ、配線器具等を扱っている。日本企業

8 ミン・ズ・リン

とは生産分野での事業連携に関心が高い。

■社長：ドウ・タン・タン・ミン
■設立：2008年
■本社：ヤンゴン
■資本金：2500万円
■従業員：8名
■売上高：2012年/3700万円
2013年/5500万円
2014年/6300万円
■事業内容：電気製品輸入販売業
■主要製品：電化製品（ファン、オーブン、炊飯器、電子レンジ等）

!

!

主にシンガポールから電化製品のブランド品を扱っ

MYINT ZU LIN CO., LTD

ている。国内に25の販売店を持っている。新商材
として、高効率照明システム、セキュリテイー関連、
配線器具、ITまで広げようとしている。中古車用の
スペア―パーツにも関心あり。

無線分野で電子機器輸入を行っている。扱い商品

STEP BY STEP CO., LTD

■社長：チョウ・ゾウ・ヘイン
■設立：2000年
■本社：ヤンゴン
■資本金：1億2300万円
■従業員：36 名
■売上高：2012年/1億4800万円 2013年/1億8500万円 2014年/1億3500万円
■事業内容：電子無線機器輸入販売業
■主要製品：無線信号機器、光ファイバー機器、放送機器、CCTV監視機器

商
4 ヨマ・エンジニアリング・サービス

のトップは無線信号機器だがCCTV監視システム
まで幅広くカバーしている。日系メーカーと組んで
グモールに行っている。日本企業とは産業用ロボッ
ト、産業機器制御、光ファイバー通信に関心が高
い。

!

政府案件の変電所、送電所プロジェクトにサブコ

YOMA ENGINEERING SERVICE CO., LTD

ントラクターとして機材調達、据付、コンサルテイ

■社長：キン・マウン・ミン
■設立：1994年
■本社：ヤンゴン
■資本金：1200万円
■従業員：25名
■売上高：2012年/ー
2013年/ー
2014年/4900万円
■事業内容：電力エンジニアリング業
■主要製品：変電・送電関連機器

ングをおこなっている。国内の変電所建設・据付
関連実績は多数ある。高圧・中圧・低圧用の遮断
器、断路器、ブレーカー、漏電テスター等を扱って
いる。日本企業とはこれら電力機器への関心が高
い。

商
5 スマート・エレクトリカル・トレーディング
SMART ELECTRICAL TRADING CO., LTD

■社長：チョウ・チョウ・フライング
■設立：1997年
■本社：ヤンゴン
■資本金：7600万円
■従業員：65名
■売上高：2012年/8億7700万円 2013年/14億1900万円 2014年/16億8100万円
■事業内容：電力・電気機器輸入販売業
■主要製品：配電盤、変圧器、スイッチ、ブレーカー、計測器
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9 ソイル・エナジー・カンパニー

!

ビル、橋、大学、道路等ミャンマー国内での実績が

SOIL ENERGY COMPANY LIMITED

■社長：タン・ミント・ウー
■設立：2008年
■本社：ヤンゴン
■資本金：3億8100万円
■従業員：299名
■売上高：2012年/1億9200万円 2013年/2億4000万円 2014年/4億1500万円
■事業内容：建設業、貿易業
■主要製品：ビル、公共インフラ、道路の建設

商
10 マナー・エーヤ・コンストラクション

多く、日本企業からはダンプカー、ローラー、土壌
固め機、小型掘削機を輸入したい。シンガポールで
は日系ゼネコン企業との連携実績もあり、新規事
業として鉄道信号システムに関心を持っている。

!

建設業はカチン州で主要な案件を手掛けている。

MANAW AYER CONSTRUCTION CO., LTD.

■社長：ティン・チョウ
■設立：2007年
■本社：ネピドー
■資本金：2億6200万円
■従業員：55名
■売上高：2012年/2億9200万円 2013年/4億6700万円 2014年/9億800万円
■事業内容：建設業
■主要製品：公共プロジェクト、チーク材、ゴム栽培

イタリア、英国、韓国、日本等の販売代理店として、

州議事堂案件を進めている。商事部門をもってお
り、ダム、道路工事、コンクリートブロックに使わ
れる、火力発電所からでるアシュを独占的に扱って
いる。チーク材やゴム栽培も手掛けている。日本
企業とは建設機械、建設資材での商談に関心が高
い。

配電盤、変圧器、スイッチ、ブレーカー、測定機器
と幅広い品目を取り扱っている。日本企業とは低

商

圧、中圧の電力機器、発電機器、計測器に関心が
高く、燃料移送遠心ポンプ関連の取り扱いも検討
している。

http://www. smrj.go. jp/keiei/
kokusai
お申し込みはホームページで
中小機構
国際/
お申し込みはホームページで
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商

デジタル化に向けた取り組みをホテル、ショッピン

11 シュエ・ウェイ・ミェ・デベロップメント・コンストラクション
SHWE WEI MYAY DEVELOPMENTCONSTRUCTION CO., LTD

中小機構
検 索 国際

検索

■社長：ヤ・トゥット・ナイン
■設立：2010年
■本社：ダウェー
■資本金：4億9200万円
■従業員：250名
■売上高：2012年/1億2300円
2013年/600万円
2014年/400万円
■事業内容：建設業
■主要製品：モール、ホテル、マンション、ゴムRSSプレート

4

!

ショッピングモール、ホテル、港湾、居住マンショ
ンの建設に関わっている。ダウエイSEZの開発会
社でもあり、SEZに関心の深い日本企業との連携、
合弁を望んでいる。ゴムRSSの生産を行っており、
中国に輸出しているが、日本企業との連携により
高付加価値製品の生産を高めたい。
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12 タ・モー・二ェ・チャン・ター・コマース

生産事業はセメント工場、木材工場、コンクリート

TAH MOE HNYE CHAN THAR COMMERCE CO., LTD

■社長：キン・ゾウ
■設立：1998年
■本社：ヤンゴン
■資本金：6800万円
■従業員：250名
■売上高：2012年/6300万円
2013年/6700万円
■事業内容：建設資材製造業
■主要製品：セメント、コンクリート柱、木工製品

!
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17 ミャンマー・ジック・ヤング

!

プラスチック射出成型技術をコアに医療機器を生

MYANMAR JICK YOUNG CO., LTD

■社長：ミョー・アウン
■設立：1999年
■本社：ヤンゴン
■資本金：2億4600万円
■従業員：300名
■売上高：2012年/6億1500万円 2013年/6億7700万円 2014年/8億6100万円
■事業内容：医療機器製造業
二輪車用部品（マフラー、ハンドル部品、スタンド・スイングアーム・リム）
■主要製品：注射器、薬剤用容器

産し、病院向けに直販ルートあり。主な製品は使
い捨て注射器、薬剤用容器で、将来的には採血器、
ドリップセット、マスク、頭皮静脈セットへの生産
投資計画あり。グループ会社に医薬品の輸入販売、
建設関連もある。

柱工場がある。鋳型、金型、切削、CNC機械加工
を内製している。国内の主要なプロジェクト案件に

商

数多く関わってきている。日本企業とはセメント製
2014年/1億900万円

品に関わる機械、家庭用木工製品の製造、さらに
拡充を検討している通信分野での商談を期待して
いる。

商
13 ティン・ティハ・インターナショナル

18 ライト・アンド・ブライト・インターナショナル
RIGHT AND BRIGHT INTERNATIONAL CO., LTD

■社長：チー・チー・ウィン・シュエ
■設立：2008年
■本社：ヤンゴン
■資本金：2億4600万円
■従業員：63名
■売上高：2012年/1100万円
2013年/1500万円
2014年/2200万円
■事業内容：医療機器輸入販売業
■主要製品：滅菌加圧器、蒸留器、コロニー計数器、試験管ラック

!

!

医療機器、スキンケア化粧品を扱っている。医療
機器では加圧減菌器、蒸留器、嫌気ジャー、ポー
タブルチラー、スライド保管器、試験管ラック、コ
ロニー計数器等ラボラトリーで使われる品目を多
数扱っている。インド、韓国との取引が多いが、日
本企業とは医療機器分野で新商材を探している。

国内5ケ所に支店を構え、グループ関連企業で建

HTIN THI HA INTERNATIONAL CO., LTD

■社長：アウン・コ・コ・チョウ
■設立：2005年
■本社：ヤンゴン
■資本金：2億4600万円
■従業員：70名
■売上高：2012年/2500万円
2013年/3700万円
2014年/4300万円
■事業内容：建設資材・機械輸入販売業
■主要製品：大型ポンプ、モーター、大型ファン、ヘルスケア品

商
14 パシフィック・プライム・マシナリ

設、物流、輸送をカバーしている。輸入品目は産業
用縦型・横型ポンプ、モーター、大型ファン、アルカ

商

リ化粧水のヘルスケアを扱っている。日本企業と
は建設資材、建設機械分野での商談を期待してい
る。

19 エービーシー・メディカル・サプライ

や既存病院経営に経営陣が数多く関与しており、

■社長：ミン・テイン
■設立：2014年
■本社：ヤンゴン
■資本金：6200万円
■従業員：14名
■売上高：ー
■事業内容：医療機器輸入販売業
■主要製品：画像診断機、ICU機器、麻酔機器、ラボ用機器

!

病院ルートでの人脈は広い。日本企業とは診断用
機器でCT・MRT、超音波、X線、ラボ用機器では
生化学分析装置、血液分析装置、さらに患者用モ
ニター、換気装置、麻酔装置等関連機器に関心が
高い。

主に中国製ブランドを扱っている。コンクリート関

PACIFIC PRIME MACHINERY CO., LTD

■社長：アウン・タン・ウィン
■設立：2011年
■本社：ヤンゴン
■資本金：4億9200万円
■従業員：80名
■売上高：2012年/5億5400万円 2013年/9億8400万円2014年/15億9900万円
■事業内容：建機輸入販売業
■主要製品：ミキサー、トレーラーポンプ、ブームポンプ、各種クレーン、ホイスト
ドリルリグ

商
15 アジア・エネルギー・サプライ＆サービス

!

医療機器輸入会社を新しく設立。有名病院の創立

ABC MEDICAL SUPPLY CO., LTD

連ではトラックミキサー、ブームポンプ、バッチプラ
ントまで大型重機を扱っている。建設現場用には

商

タワークレーン、ロータリードリルリグも手掛けて
おり、インフラ開発投資もおこなっている。日本企
業とは建機、部品に関心が高い。

20 エー・チャン・ター
■社長：マウン・マウン
■設立：2000年
■本社：マンダレー
■資本金：3億6900万円
■従業員：30名
■売上高：2012年/1700万円
2013年/1800万円
2014年/1800万円
■事業内容：医療機器輸入販売業
■主要製品：血圧計、血糖値測定器、試薬、健康サプリメント、コスメテック

!

!

医療機器、医薬品、化粧品を輸入している。医療

AYE CHAN THAR

機器では血圧、血糖値、脈拍、体温の各種計測器、
さらに試薬ではC型肝炎、HIV、デング熱を扱って
いる。健康サプリメント関連やコスメテックはすべ
て海外品。販路は品目に応じて病院、クリニック、
薬局を卸、小売りルートともにカバーしている。

ガス・オイル開発関連に特化した企業として、必要

ASIA ENERGY SUPPLY & SERVICE CO., LTD

■社長：トゥ・レイン・ウー
■設立：2010年
■本社：ヤンゴン
■資本金：6億1500万円
■従業員：25名
■売上高：2012年/6200万円 2013年/2億4600万円 2014年/4億9200万円
■事業内容：資源開発用機材輸入販売業
■主要製品：掘削用ドリル、パイプ、バルブ

商
16 ツイン・スター

な機材、電気・機械工事、エンジニアリング、ワー
カー派遣のプロジェクト支援を行い、政府入札に

商

協働している。主な輸入品は掘削用ドリル、パイプ、
ポンプ、バルブ、重機＆スペアパーツ、ローラーチ
ェーン、ベアリング等がある。

21 ビズ・パートナー・グループ
■社長：シー・トゥ・アウン
■設立：2011年
■本社：ヤンゴン
■資本金：6200万円
■従業員：25名
■売上高：2012年/600万円
2013年/1800万円
2014年/8600万円
■事業内容：医療機器輸入販売業
■主要製品：X線検査機、エコー診断機、造影検査機、NDT、注射器

!

!

米系のラジオグラフィー＆ITソリューションを得意

BIZ-PARTNER GROUP

とする医療機器ブランドを主に扱っている。製品に
はX線（DR/CT）、超音波機器、マンモグラフフィ、
非破壊テスト機（NDT)がある。日本企業とはラボ
用機器、試薬、ICU、心臓循環系、整形インプラン
ト、ヘルスケア消耗品に関心が高い。

日系メーカーから日本製、中国製の汎用エンジン、

TWIN STAR CO., LTD

■社長：リン・チー
■設立：1992年
■本社：ヤンゴン
■資本金：8000万円
■従業員：15名
■売上高：2012年/1億2300万円 2013年/ 1億4100万円 2014年/1億2000万円
■事業内容：機械、小型建機輸入販売業
■主要製品：汎用エンジン、発電機、ポンプ、タンピングランマー

ガソリン発電機、ポンプ、タンピングランマー、コ
ンクリートバイブレーター等小型建機を輸入して
品及び患者向け設備に関する商談を期待している。

http://www. smrj.go. jp/keiei/
kokusai
お申し込みはホームページで
中小機構
国際/
お申し込みはホームページで
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商

いる。新商材として、病院、クリニック向け電気製

22 スワン・ティット・トレーディング
SWAN THIT TRADING CO., LTD

中小機構
検 索 国際

検索

■取締役：ナン・キャー・エー
■設立：2010年
■本社：ヤンゴン
■資本金：1200万円
■従業員：15名
■売上高：2012年/500万円
2013年/600万円
2014年/1700万円
■事業内容：医療機器輸入販売業
■主要製品：酸素濃縮器、ECG、加圧殺菌器、保育器、救急ベッド

6

!

病院向け医療機器、手術機器を扱っており、商品
レンジは多岐にわたっている。主要製品は酸素濃
縮器、ECG、卓上型加圧殺菌器、車椅子、新生児
保育器で、他には麻酔器、生物顕微鏡、電気メス、
患者モニター等あり。日本企業とは特にX線機器、
超音波診断、ECG、眼科機器に関心がある。

