
6月26日付確認

No. 会社名 部会名

1 阪和興業株式会社 貿易

2 伊藤忠商事株式会社　 貿易

3 JFE商事 貿易

4 兼松株式会社　 貿易

5 丸紅株式会社　 貿易

6 伊藤忠丸紅鉄鋼シンガポール会社　 貿易

7 三菱商事株式会社　 貿易

8 三井物産株式会社　 貿易

9 ミャンマーユタニ株式会社 貿易

10 ナガセタイランド 貿易

11 ナナチャート・トレーダーズ・コンソリデーション　 貿易

12 日鉄住金物産株式会社 貿易

13 西澤株式会社　 貿易

14 岡谷鋼機株式会社　 貿易

15 神鋼商事株式会社 貿易

16 双日株式会社　 貿易

17 アジア大洋州住友商事会社　 貿易

18 株式会社ティーアンドアール　 貿易

19 豊田通商株式会社　 貿易

20 田村駒株式会社 貿易

21 イオンクレジットサービス株式会社 金融・保険

22 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行 金融・保険

23 三井住友海上火災保険株式会社 金融・保険

24 みずほ銀行　 金融・保険

25 サタパナ銀行 金融・保険

26 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 金融・保険

27 三井住友銀行 金融・保険

28 太陽生命保険　 金融・保険

29 東京海上日動火災保険株式会社 金融・保険

30 第一生命ホールディングス株式会社（ヤンゴン駐在員事務所） 金融・保険

31 ミャンマー証券取引センター 金融・保険

32 バゴー　スポーツ　グローブ 工業

33 ブリヂストンアジアパシフィック　 工業

34 ダイキン工業株式会社 工業

35 アース・タムラ・エレクトリック（ミャンマー）カンパニー・リミテッド 工業

36 富士電機株式会社 工業
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37 富士ゼロックスアジアパシフィック　 工業

38 株式会社フジクラ　 工業

39 株式会社　藤本　 工業

40 富士通株式会社　 工業

41 GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD. 工業

42 日立アジア　 工業

43 IHIアジアパシフィック社 工業

44 いすゞトラックサービスファクトリーミャンマー 工業

45 KDDI ミャンマー 工業

46 キリンホールディングスシンガポール社 工業

47 株式会社 クボタ　 工業

48 マニー　ヤンゴン　リミテッド 工業

49 三菱電機アジア　 工業

50 ミツイワエースエンジニアリング 工業

51 ミャンマー味の素食品社 工業

52 ミャンマー DCR 株式会社 工業

53 ミャンマータサキ株式会社 工業

54 日本電気株式会社 工業

55 パナソニック　アジア　パシフィック　 工業

56 住友電工タイランド 工業

57 シンガポール住友林業 工業

58 スズキ（ミャンマー）モーター 工業

59 タイ明電舎　 工業

60 トヨタ自動車株式会社　 工業

61 ベルボンミャンマー株式会社 工業

62 ヤンマーミャンマー株式会社 工業

63 大陽日酸ミャンマー 工業

64 ミャンマーヤクルト株式会社 工業

65 ミャンマー　サンライズ　カンパニー　リミテッド 工業

66 横河ミャンマー株式会社 工業

67 アスモ　ミャンマー株式会社 工業

68 王子アジアパッケージング　ミャンマー支店 工業

69 NTTコミュニケーションズ　ヤンゴンオフィス 工業

70 日立ソーエレクトリックアンドマシナリー 工業

71 マイケア　ユニチャーム 工業

72 コニカミノルタ ビジネスソリューションズ アジア（ヤンゴン支店） 工業
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73 テルモシンガポール　ヤンゴン支店 工業

74 コマツ　ヤンゴン支店 工業

75 NTTデータミャンマー 工業

76 エーシーエー　コンサルティング 建設

77 イオンモール株式会社　 建設

78 千代田＆パブリックワークス株式会社 建設

79 CTI　ミャンマー 建設

80 富士古河 E&C (ミャンマー) 建設

81 不二熱学工業株式会社　 建設

82 古河システム＆ソリューションズ株式会社 建設

83 GOSHU-A1 ECO BUSINESS CO., LTD. 建設

84 株式会社安藤・間　アジア支店　 建設

85 日本国土開発株式会社 建設

86 JFEエンジニアリング株式会社 建設

87 日揮株式会社 建設

88 鹿島建設株式会社　 建設

89 株式会社関電工 建設

90 株式会社　きんでん　 建設

91 株式会社　熊谷組　 建設

92 株式会社　玉井設計 建設

93 ミャンマー　梓　株式会社 建設

94 ニュージェック　 建設

95 ニッケン　インターナショナル　 建設

96 日本工営株式会社　 建設

97 株式会社大林組　 建設

98 五洋建設株式会社　 建設

99 アール・ケイ　ヤンゴン　スチール 建設

100 サムエンジニアリングカンパニーリミテッド 建設

101 SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION INC. 建設

102 振興電気株式会社 建設

103 新日本空調　シンガポール現地法人 建設

104 三井住友建設株式会社 建設

105 サンテック　 建設

106 T. W. Y. 株式会社 建設

107 太平電業株式会社　 建設

108 大成建設株式会社　 建設
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109 高砂熱学工業株式会社　 建設

110 鉄建建設　株式会社 建設

111 タイ東光エンジニアリング株式会社 建設

112 戸田建設株式会社 建設

113 東京エンタープライズ株式会社 建設

114 TOTO ASIA OCEANIA PTE.LTD. 建設

115 東洋建設株式会社　 建設

116 八千代エンジニヤリング株式会社 建設

117 株式会社　横河ブリッジ　 建設

118 株式会社ユアテック 建設

119 ダイワハウス工業株式会社 建設

120 内藤建設株式会社 建設

121 株式会社　フジタ 建設

122 ミャンマー富士ピーエス株式会社 建設

123 計測技研ミャンマー 建設

124 セントラルコンサルタント株式会社 建設

125 株式会社ミライト・テクノロジーズミャンマー 建設

126 太平エンジニアリングミャンマーカンパニーリミテッド 建設

127 りんかい日産建設株式会社 建設

128 EBARA (THAILAND) LIMITED (YANGON BRANCH) 建設

129 深松組　ミャンマー 建設

130 株式会社アクティオ ミャンマー 建設

131 オリエンタルコンサルタンツジャパン 建設

132 日立造船ミャンマー株式会社 建設

133 日本ヴァリュアーズ（ミャンマー）株式会社 建設

134 株式会社　クボタ工建　ヤンゴン支店 建設

135 YAMAJYUU CO., LTD. 建設

136 復建調査設計株式会社 建設

137 ゴールデン東急コンストラクション株式会社 建設

138 株式会社　鴻池組ミャンマー事務所 建設

139 モデア　ミャンマー　エンジニアリング 建設

140 ミャンマータケウチ㈱ 建設

141 株式会社　NIPPO 建設

142 山万マネージメント株式会社 建設

143 エフワン　アジアミャンマー 建設

144 株式会社テクノ菱和 建設
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145 西松建設株式会社 建設

146 佐藤工業ミャンマー社 建設

147 タイ新菱リミテッド　ミャンマー営業所 建設

148 トーカイ　ミャンマー株式会社 建設

149 NESIC タイ　ヤンゴン支店 建設

150 イオン株式会社 流通・サービス

151 ALSOK CONSULTING(THAILAND) CO., LTD. 流通・サービス

152 アミウェイズ株式会社 流通・サービス

153 株式会社フォーバル 流通・サービス

154 デロイトトウシュミャンマーヴィガーアドヴァイザリーリミテッド 流通・サービス

155 GJC MYANMAR LTD. 流通・サービス

156 ゴールデンヒルタワー株式会社 流通・サービス

157 HONGO TSUJI CONSULTING MYANMAR CO., LTD. 流通・サービス

158 ジャパン・アウトソーシング・サービス・カンパニー・リミテッド 流通・サービス

159 株式会社ジェイサットコンサルティング 流通・サービス

160 JTB ポールスター 流通・サービス

161 ケルビン　チア　ヤンゴン　リミテッド 流通・サービス

162 株式会社メトロコンピュータミャンマー 流通・サービス

163 森・濱田松本法律事務所 流通・サービス

164 ミャンマー　ナラ　エーペックス　トラベル　＆　ツアーズ 流通・サービス

165 ミャンマーセコム株式会社 流通・サービス

166 ミャンマースターツコーポレートサービス株式会社 流通・サービス

167 長田ミャンマー株式会社 流通・サービス

168 一般財団法人　海外産業人材育成協会　 流通・サービス

169 SAGA国際法律事務所 流通・サービス

170 株式会社サイトラベルサービス　 流通・サービス

171 SCS国際会計事務所 流通・サービス

172 シンセイ　ナンタウ 流通・サービス

173 株式会社シンプルズ 流通・サービス

174 スーパーホテル　マネージメントコーポレーテッド 流通・サービス

175 タステック・ミャンマー株式会社 流通・サービス

176 TMI総合法律事務所 流通・サービス

177 株式会社　UCSミャンマー 流通・サービス

178 ヤンゴンインターナショナルホテル 流通・サービス

179 日本三思会メディカルサービスセンター 流通・サービス

180 株式会社エクセ 流通・サービス
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181 株式会社レオパレス21ミャンマー支店 流通・サービス

182 カルソニックカンセイ エンジニアリング ヤンゴン 流通・サービス

183 ヤンゴン・スズキ株式会社 流通・サービス

184 フクダ・アンド・パートナーズ　ミャンマー 流通・サービス

185 エイチ・アイ・エス 流通・サービス

186 ゾーコ―サービス株式会社 運輸

187 全日本空輸株式会社　 運輸

188 アジアウトク 運輸

189 イーシーエル　ミャンマー　カンパニー　リミテッド 運輸

190 エフシースタンダードロジックス（ミャンマー）株式会社 運輸

191 フリックス　インターナショナル 運輸

192 フジトランス　ミャンマー 運輸

193 株式会社阪急阪神エクスプレス（ミャンマー） 運輸

194 ホウワミャンマーカンパニーリミテッド 運輸

195 楠原輸送株式会社　 運輸

196 株式会社近鉄エクスプレス 運輸

197 商船三井ロジスティクスミャンマー株式会社 運輸

198 商船三井　ミャンマー　リミテッド 運輸

199 ミャンマーエムケーヘラクレス株式会社 運輸

200 ミャンマー日本通運株式会社 運輸

201 西日本鉄道株式会社 運輸

202 株式会社　日新 運輸

203 ウィン アヅマ ロジスティクス（ミャンマー）株式会社 運輸

204 ケイライン　ロジスティックス　ミャンマー　リミテッド 運輸

205 日新運輸（ミャンマー）株式会社 運輸

206 ロジテムミャンマー 運輸

207 鈴与タイランド株式会社 運輸

208 大善ミャンマー 運輸

209 川崎汽船株式会社 ヤンゴン駐在員事務所 運輸

（094-547-38773　塚本）までお問い合わせください。

※ご寄付をしたにもかかわらず企業名がない時には、お手数ですがヤンゴン日本人学校


