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公式人材紹介派遣免許
（労働省許認可番号 11/2016）取得

J - S A T

海外人材

今月の動き

● 1 月 6 日、7 日：関東の電気製品のメーカーが面
接。エンジニアの学生 6 名を内定。2 月に日本渡航
予定 ( 就労ビザ )。
● 1 月 16 日：近畿地方の廃食油のリサイクル会社
が面接を実施。3 名内定。4 月頃日本渡航予定。
● 1 月 24 日：近畿地方の自動車整備会社が面接実
施。エンジニア 2 名採用予定 ( 就労ビザ ) 。
● 1 月 27 日：コンピューター大学マンダレーと日
本語授業についての MOU をサイン。2 月から日本
語授業始予定。

ブラインドサッカー普及活動の実施
2016 年12 月13 日～16 日の 4 日間、
J-SATグルー

加者はチミダイン国立盲学校（政府系代表）、カワイ

プがスポンサーとなり、ブラインドサッカーの普及

ジャン盲学校（キリスト教系代表）、ゲンキーマッサー

活動を実施した。このイベントは、日本選手権 4 連

ジ店（マッサージ店代表）の３つ組織団体から各チー

覇中の Avanzare つくばに所属し、日本代表キャプ

ム１０名づつ選抜。ブラインドサッカーのルール説明

テンを務める川村怜選手、コーチの福永克己選手を

から始まり、ドリブル練習、ディフェンス、攻撃練習

ミャンマー社会福祉・救済再復興省が招聘し、NPO

などに続き、最終日にはミニゲームも実施。その様子

法人日本ブラインドサッカー協会の協力のもと行われ

は各メディアにも取り上げられ、ミャンマーにおける

たものだ。当日使用したフットサル競技場は、ミャン

視覚障害者スポーツに対する注目度の高さも伺えた。

マー社会福祉・救済再復興省からスポーツ省に交渉

福永選手によれば、整備されていない道路が多い

し、使用許可を得た。ブランドサッカー用ボール、ユ

ことや、バリアフリー、点字ブロックが無いことなど、

ニフォーム、ソックス、シューズなどすべて J-SAT グ

ミャンマーにおける視覚障害者を取り巻く物理的環境

ループ各社が提供。開会式には、ミャンマー社会福

が厳しいことが逆に身体能力を上げる助けとなってい

祉・救済再復興省とスポーツ省からも参加。民政移

る可能性があり、10 年先は日本代表も危ういかもし

管後、海外からの投資が入ってくるも視覚障害者を取

れないとのことであった。

り巻く環境はあまり変化が無いミャンマーで、経済発

参加した各盲学校ではイベント後、休み時間に積

展とともに改善させる第一歩となる企画となった。参

極的にブラインドサッカーに取り組んでいるという報

国内人材
● 1 月 1日：工科大学マンダレーにて Auto CAD コー
ス開講。
● 1 月 6 日： 工科大学マンダレーにて日本語授業開
講。
● 1 月 19 日：タンリン工科大学で日本語の授業開校
式を挙式。100 名の学生が受講。
● 1 月 26 日：カレー大学、カレー技術大学にてキャ
リア形成のセミナーを実施。

今月の新規登録者数
532 名
合計登録者数
計 19,141 名

（12 月末現在）

告があり、現場からは指導者を求める声が上がって
いる。今回参加できなかった他の複数の盲学校から
も活動の希望が集まっており、今後のブラインドサッ
カーの継続的な普及と発展が望まれる。

労 働 縫製工場労働者の労働環境についての
NEWS

調査報告書が発行

ミャンマーの人権保護団体シュエピャエアタンは
12 月１日、縫製工場労働者の労働環境についての
調査報告書を発表した。同報告書は、今年２月から

法令上の義務ではない点についても言及している。近

労働者は女性が多いため、出産休暇、安全な交通
設備の提供などを与えるよう同報告書で書かれた。
また、国外の投資家は、ミャンマー製品を購入する

４月までの３カ月間に、縫製工場 14 カ所の労働者

前に、製造過程をよく調べるよう勧めた。

199 人に対して行われた調査結果をまとめたもの。

( 引用元：2016 年 12 月 2 日付 Democracy Today）

同報告書によると、多くの縫製工場労働者らは長
時間労働を強いられていること、休みを取ると給料
から不当な額のお金が引かれること、保険が充実し
ていないこと、清浄な労働環境が与えられていない
などの問題に直面している。最低賃金は規定された
が、１日の生産量が増加し労働者の負担が増してい
る。１日の規定された生産数に達しないと、給料が
減額されたり、退職させられたりする。縫製工場の

時、人権デューデリジェンスが注目されており、人権
リスクに関する内部統制を意味する。例えば、ミャン
マーのような新興国においては法令が未整備の部分も
あるため、法令上は問題なくとも、人権という観点か
らは問題が存在することがある。このような点につい
ても欧米諸国においては NGO 等が厳しく監督し、人
権上問題のある企業のみならず、そのような企業と取
引を行っている企業についても問題を指摘し、消費者

■ 弁護士コメント

の購買行動に影響を及ぼすようになっている。したがっ

ミャンマーの人権保護団体が縫製工場労働者の労働環

て、ミャンマーにおいても法令上のみならず、人権上

境についての調査報告書を発表した。同報告書は安全

も問題ないかという観点から自社の事業及び取引先を

な交通設備の提供すべきである点などを指摘しており、

見直す必要性が高まっている

弁護士協力：
SAGA 国際法律事務所 弁護士 堤 雄史
ミャンマーの駐在歴が最も長い日本人弁護士。

yujit@sagaasialaw.com

翻訳協力：
㈱ココライズ・ジャパン
ミャンマー語を中心とした言語サービス専門会社。
info@kokorize.com 担当：長田 潤

［お知らせ］ご希望の方には労働関連ニュースを 3 か月無料でお届けいたします。ご希望の方は弊社までご連絡下さい。
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特 集

ミャンマーにおける日本語スピーカーについて
―弊社登録の日本語人材、JLPT 受験者数より―

近年、日本企業の進出も相次ぎ、日本語スピーカーの需要は高まりつつある。しかしながら、ミャンマー国内に日本語スピーカーがどのくらい
存在しているのかはデータとして不明慮である。今回の特集では、弊社登録済の日本語スピーカーデータ、及び日本語検定試験（JLPT）の結
果をもとに、ミャンマーにおける日本語スピーカーの概要を検証した。
希望給与（Ks）

希望給与（Ks）

希望給与（Ks）

（人）

N1
相当

（人）

（人）

弊社言語能力基準

N2
相当

A : ネイティブ並に話せる

B+: 多様なビジネス場面で話すことができる

弊社言語能力基準
B :ビジネス場面で適切に話すことができる

B− :限られたビジネス場面で話すことができる

N3
相当

弊社言語能力基準
C+ :社内の多様な場面で話すことができる
C :社内会話可能

※弊社評価C-,D,E(JLPT N4,N5相当)の候補者については本データでは割愛しております。

2016 年度に於ける、弊社での日本語スピーカー
登録者数は計 758 名で、全体の登録者 6,661 から
みると、
約 11% の候補者が日本語スピーカといえる。
各レベル別に見た給与相場観や、平均年齢などにつ
いてまとめてみた。
2016 年度の集計結果より、各日本語レベルにお
ける希望給与の中央値を算出できた。最大値、最
小値だけを捉えるとばらつきがあるが、業務経験な
どに比例しているケースがほとんどであり、以前は
多く見られた過剰な給与を希望する候補者が、昨年
は大幅に減少している。以前日本語スピーカーから

JLPT受験者数(ヤンゴン開催)

よく耳にした、友達との給与レベルの比較による狭

出典  日本語能力試験公式ウェブサイト（http://www.jlpt.jp/)

量的な視点による給与観の形成から、日系企業で

験者数グラフからは、日本語学習者は年々増加傾向

まだまだ日本語人材が売り手市場ではあるもの

勤務する上の相場観など、様々な情報を多角的に捉

に見て取れるが、おおよそ 1000 時間以上の学習時

の、弊社では 2017 年度より多くの技能実習生がミャ

えつつ給与観が形成されているといえるだろう。

間が必要とされている N1 の取得者は、本受験者の

ンマーに帰国し始めると予想しており、日本滞在経

しかしながら、ビジネスレベルと呼ばれる候補者

推定合格者数（“ ミャンマーの受験者数 ”×“ 全世界

験者を採用できる可能性が高い一年目となることを

の全体母数は、現在の日系企業の総数からみると

の合格率 ” にて算出）を考えると、毎年 80 名ほど

期待している。

充分に人材があるとは言えず、日本語検定試験の受

しか合格していないのが現状である。

J-SAT グループ
ミャンマー日系企業向け人材紹介事業

公 式 人 材 紹 介 派 遣 免 許（ 労 働 省 許 認 可 番 号
*11/2016*) を取得。現在ミャンマー進出日系企業
の 8 割が利用。ミャンマー人登録者数 19,141 名。
（2016 年 12 月現在）

進出コンサルティング事業

会社登記から運営、事務所設立まで、ミャンマー
特有の商慣習を長年の経験からミャンマー現地で
サポート。

国内旅行手配・視察取材コーディネート

ミャンマー専門日系旅行会社の老舗。ミャンマー
における取材コーディネート実績ミャンマー国内
No.1。

社員紹介

視覚障害者支援

File.20
ミ ー ミ ー

テ

ル ウ イ ン

ヤンゴン国内に視覚障害者が働くマッサージ店を経営。視覚
障害者発展財団も運営し、ミャンマー社会福祉省と共同でミャ
ンマー国内の視覚障害者環境改善活動を実施。

今年 9 月に入社しました。日本に 13 年滞在し、今年の 8

MIBTI

5 年 6 カ月勤めました。今まで目に見える商品を売りにし

MIBTI General Service Co.,Ltd.
( ライセンス番号：64/2016) IT、CAD など高度人材と介
護人材に特化して日本にミャンマー人材を派遣する政府公認
送り出し機関。日本語ビジネス訓練センターも運営。
住

所： Room 1210, 13th Floor, Sakura Tower No.339,
Bogyoke Aung San Road,
Kyauktada T/S, Yangon, Myanmar

電
話： ++95-1-255925 （代表）
Ｅ -mail ： info@j-sat.jp ( 総合 )

MieMie Thet Lwin

月に帰国。日本では大学卒業後、外資系の五つ星ホテルで
接客していましたが、現業界の、人を預かる、ひいては人

の人生まで左右するという責任の重い仕事に興味を持ちま

した。日々新しいことに挑戦しつつ、毎日の業務を楽しくこ
なしています。お花や手作りの作品が大好きで、結婚式用

のブーケ等も作ってます。お花アレンジ会等ありましたら、
是非お声がけ下さい。

J-SAT 通信
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J-SAT General Services Co., Ltd.

Room No.1210, 13th Floor, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada T/S, Yangon
Tel: 09-8641219
Web: http://www.j-sat.jp/ http://www.jobmyanmar.jp

お勧め求職者リスト［英語］
第 31 号

(2017.1.1)

登録番号 GN - １８２９９
ミャンマー人
◆英語

男性 （３０歳）

ミャンマー人

：ビジネス場面で適切に話すことができる

◆希望職種 ：セールス、マーケティング、コンサルタント

◆主な職歴 ：チーフスーパーバイザー、セールスアシスタント、リサーチ
◆希望給与 ：１００万チャット〜（応相談）
◆備考

登録番号 GN - １７９８１

アングリア・ラスキン大学マーケティング専攻卒業。マネー
ジメントのディプロマ取得。ロンドンの日系レストランでスー
パーバイザーとして 7 年の勤務経験。海外で 9 年半の滞在
経験あり。

◆英語

女性 （４９歳）

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：製造マネージャー、アドミン HR マネージャー
◆主な職歴 ：製造マネージャー、アシスタントアカウンタント
◆希望給与 ：１１０万チャット〜（応相談）
◆備考

2002 年に JLPT3 取得。MYOB 使可能。シンガポール
の IT 会社にてアカウンタントとして 8 年弱勤務。日系製
造会社にて 8 年強勤務。プランニング、HR 業務、スタッ
フのマネジメント等を担当。

登録番号 GN - １８２２７
ミャンマー人
◆英語

登録番号 EN - １８２０８
ミャンマー人

女性 （３３歳）

：ビジネス場面で適切に話すことができる

◆英語

女性 （３１歳）

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：セールスエンジニア、マーケティング

◆希望職種 ：シニア QS、サイトエンジニア

◆主な職歴 ：セールス、サービスエンジニア

◆主な職歴 ：QS, ドラフター、サイトエンジニア

◆希望給与 ：９０万チャット〜（応相談）

◆希望給与 ：１２０万チャット〜（応相談）

◆備考

マンダレー技術大学電子工学専攻卒業。産業マネジメン
トのコース修了。シンガポールの製造会社、IT セールス
会社 2 社にて計 9 年の勤務経験あり。Java, HTML 等
プログラミングの知識もある。

◆備考

ヤンゴン技術大学土木専攻卒業。建築コスト管理のディ
プロマ取得。QS のコース修了。シンガポールの建設会社
や設備会社にて 4 年半、元請け業者との対応、設計図の
作成等を担当。

登録番号 EN - １７８８０
ミャンマー人
◆英語

登録番号 AC - １８０６０
ミャンマー人

男性 （３６歳）

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆英語

女性 （３６歳）

：ビジネス場面で適切に話すことができる

◆希望職種 ：電気エンジニア、プロジェクトエンジニア

◆希望職種 ：財務マネージャー

◆主な職歴 ：プロジェクトエンジニア、アシスタントエンジニア

◆主な職歴 ：アカウンタント、アカウンティングマネージャー

◆希望給与 ：３５０万チャット〜（応相談）

◆希望給与 ：２６０万チャット〜（応相談）

◆備考

シンガポールの造船所にてプロジェクトのアレンジ、設計
図の管理、交渉、電気機器管理等を担当。シンガポール
で 11 年半、インドで 1 年以上勤務。Auto Cad, HSE コー
ス修了。

◆備考

LCCI Level Ⅲ , CPA part1 保有。経営管理のディプロ
マ取 得。ACCA part2 勉 強 中。 会 計ソフト ACCPAC,
Tally, MYOB 使用可能。シンガポールで 2 年半、アカウ
ンティングの分野で 9 年以上の経験あり。

登録番号 AC - １７３８３
ミャンマー人
◆英語

女性 （２６歳）

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：シニアアカウンタント、エグゼクティブ

◆主な職歴 ：アカウンタントマネージャー、シニアアカウンタント
◆希望給与 ：１１０万チャット〜（応相談）
◆備考

CPA, ACCA 保持。IFR のディプロマを取得。エクセル
の扱いに長ける。貿易会社、サービス会社、銀行にて損
益計算、監査、出納管理、収入の計算、人材育成のガイ
ドライン作成などを担当。

登録番号 IT - １８１５８
ミャンマー人
◆英語

女性 （２4 歳）

：ビジネス場面で適切に話すことができる

◆希望職種 ：プログラマー、IT アナリスト

◆主な職歴 ：シニアアソシエイトエンジニア
◆希望給与 ：３００万チャット〜（応相談）
◆備考

シンガポールのニューカッスル大学 IT 専攻卒業。Java,
Python, C#,Ruby, VB 使用可能。英語が堪能で、シン
ガポールで 2 年間の勤務経験。Photoshop, Illustrator,
AutoCad2D 等使用可能。

上記、候 補者にご興味がある場合は登録番号をご用意の上、お問合せください。
弊社登録者は、19,0 0 0 名を超え、このほかにも優秀な候 補者が多数おります。
詳しくは、担当：森川（TEL : 09 -261138201、メール：morikawa@j -sat.jp）
までお気軽にお問合せください。
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J-SAT General Services Co., Ltd.

Room No.1210, 13th Floor, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada T/S, Yangon
Tel: 09-8641219
Web: http://www.j-sat.jp/ http://www.jobmyanmar.jp

お勧め求職者リスト［日本語］
第 31 号

(2017.1.1)

登録番号 JPN - １８１２８
韓国人
◆英語
◆日本語

男性 （２７歳）

ミャンマー人

：ビジネス場面で適切に話すことができる
：多様なビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：マネージャー

女性 （２１歳）

◆英語

：社内の多様な場面で話すことができる

◆日本語

：ビジネス場面で適切に話すことができる

◆希望職種 ：アドミン、通訳、翻訳

◆主な職歴 ：マネージャー

◆希望給与 ：１２０万チャット〜（応相談）
◆備考

登録番号 JP - １８１２０

日本語はネイティブ並に話せる。英語が堪能で、
ビルマ語も可。
慶應大学商学部卒業。外資系建設会社にてアカウンティング、
HR 部門のマネージメント等を担当。

◆主な職歴 ：翻訳
◆希望給与 ：４０万チャット〜（応相談）
◆備考

ヤンゴン外国語大学日本語専攻卒業。JLPT2 結果待ち。
Java 勉強済み。日本語タイピングが得意。翻訳として 1年間
の勤務経験あり。通訳、出張のアレンジ、書類の準備も担当。

登録番号 JP - １８２５６
ミャンマー人

登録番号 JP - １８２７８
ミャンマー人

男性 （２６歳）

女性 （２５歳）

◆英語

：社内の多様な場面で話すことができる

◆英語

：社内の多様な場面で話すことができる

◆日本語

：ビジネス場面で適切に話すことができる

◆日本語

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：翻訳、通訳、アドミン

◆希望職種 ：アドミン、秘書、翻訳、通訳、顧客対応

◆主な職歴 ：アシスタントマネージャー

◆主な職歴 ：受付、翻訳、プログラマー

◆希望給与 ：５0 万チャット〜（応相談）

◆希望給与 ：４０万チャット〜（応相談）

◆備考

今年 JLPT N2 を受験。東京の言語学校卒業。IELTS 5.5
取得。日本の焼肉店で副店長として勤務し、顧客対応、ス
タッフの管理、
買い付け等を担当。日本で 5 年の滞在経験。

◆備考

JLPT3 取得。N2 結果待ち。ヤンゴンコンピュータ大学卒業。
ホテルで2年半勤務し、
電話対応、
顧客対応等を担当。ソフトウェ
ア会社でプログラミング、
通訳等も担当。日本語タイピング得意。

登録番号 JP - １８５５０
ミャンマー人

登録番号 JP - １７９９９
ミャンマー人

女性 （３２歳）

女性 （２２歳）

◆英語

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆英語

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆日本語

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆日本語

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：プロジェクトコーディネーター、IT マネージャー

◆希望職種 ：ドラフター、アシスタント建築家、翻訳、通訳

◆主な職歴 ：ソフトウェアエンジニア、プロジェクトマネージャー

◆主な職歴 ：なし

◆希望給与 ：７０万チャット〜（応相談）

◆希望給与 ：３０万チャット〜（応相談）

◆備考

マンダレー技術大学電子通信工学専攻卒業。Nat-Test N3 取得。
N2 勉強中。日本語タイピング可。HTML, CSS, JavaScript,Java, C#
等使用可。ソフト/ハードウェア、ネットワーク知識あり。

◆備考

西ヤンゴン技術大学建築工学卒業。JLPT2 取得。現在 N1勉
強中。日本語タイピング可。Sketch, Sketch-Upソフト使用可。
大使館主催日本語スピーチコンテストで訪日、優勝経験あり。

登録番号 JP - １８３００

登録番号 JP - １８２７５
ミャンマー人
◆英語
◆日本語

男性 （２０歳）

：社内の多様な場面で話すことができる
：限られたビジネス場面で話すことができる

ミャンマー人

女性 （２６歳）

◆英語

：限られた場面での社内会話可能

◆日本語

：限られたビジネス場面で話すことができる

◆希望職種 ：オフィススタッフ、翻訳、通訳

◆希望職種 ：設計者、建築家

◆希望給与 ：４５万チャット〜（応相談）

◆希望給与 ：５０万チャット〜（応相談）

◆主な職歴 ：通訳、教師
◆備考

JLPT2 級。日本語タイピング可。言語学校にて教師とし
て 1 年間、N4, N5 レベルを教えた。日系衣料品製造会
社にて翻訳、通訳、商品の管理等を担当した経験あり。

◆主な職歴 ：建築家
◆備考

マグェ技 術 大学建 築 工学 卒 業。JLPT3 結果 待ち。N2 勉

強中。 日本の言 語 学 校 卒 業。 日本 で 2 年の 滞 在 経 験。
3dsMax,SketchUp 学習済。
前職でビルや家の設計図作成等担当。

上記、候 補者にご興味がある場合は登録番号をご用意の上、お問合せください。
弊社登録者は、19,0 0 0 名を超え、このほかにも優秀な候 補者が多数おります。
詳しくは、担当：森川（TEL : 09 -261138201、メール：morikawa@j -sat.jp）
までお気軽にお問合せください。

