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(B) 空港（到着）(ေလဆိပ္အ၀င္ / Arrival) 
英語が通じる機内やヤンゴン国際空港・ホテル等では、ミャンマー語を使うチャンスは少ないかと

思います。しかし、単語は他の所でも使えるため、この章を用意しました。 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mandalay International Airport   Yangon International Airport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ワンポイント 

 

ヤンゴン国際空港に到着後、エスカレーター（または階段）で１Ｆへ進むと到着ロビーとなります。

そこで迎えに来ている人々の顔（出迎え業者等）が見えるので、ほっとできるかと思います。その先に

検疫カウンターがあります。感染症が流行していない時は、ほとんど素通りできます。その次に入国管

理局となります。あとは荷物を受け取って、税関を通すだけです。最近は税関の人もあまり細かく言わ

なくなりましたが、セキュリティー上、全ての荷物がレントゲン検査されます。 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ygnair


(入管 / လ၀ူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန / Immigration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myanmar Yangon International Airport Immigration Counter 

{J}   {M}      {E} 
観光  KANKOU  ကမာၻလွည့္ခရီးသည္  カバレッ・カイィーテェ Tourist 
商用  SHOUYOU ကုန္သည္   コン・テェ  Business 
会社員 KAISHAIN ႐ုံးဝန္ထမ္း  ヨン・ウェンダン  Staff 
医者 ISHA  ဆရာဝန္   サ・ヤ・ヲン  Doctor 
 
～～ です。  ～～ ပါ  I’m ～～． 
～～ DESU     ～～ パー 

{J} ～～  日間  滞在の  予定です。 

 ～～  NICHIKAN   TAIZAINO    YOTEI DESU    
 
{M} ～～  ရက္  ေနဖို ့   အစီအစဥ္႐ိွပါတယ္။(＊)    
 ～～  イェッ  ネ・ボッ アセィ・アセン シパーティ 
 
{E}    I have plan to stay  ～～ days． 

出迎え業者が入管カウンターの直ぐ

後ろで待っていてくれるのも途上国

の利点かもしれません！荷物の受取

からいろいろなことを頼めます。 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://images.clipartof.com/small/78883-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-A-Caucasian-Cartoon-Doctor-Man-Carrying-His-Medical-Bag.jpg&imgrefurl=http://www.clipartof.com/portfolio/ctsankov/illustration/caucasian-cartoon-doctor-man-carrying-his-medical-bag-78883.html&h=450&w=456&sz=49&tbnid=oFHorlC3rvC3uM:&tbnh=90&tbnw=91&zoom=1&usg=__tcVR5ywVZ4deyMchhtPSAzEQRYg=&docid=IL6M1rfrKEoyyM&hl=en&sa=X&ei=ZoaPUMeuHMePrgfl2IHgDg&sqi=2&ved=0CEYQ9QEw


{J}      {M}                           {E} 
トランク TORANKU ေသတၱာ  ティター  Trunk 
バッグ  BAGGU          အိတ္  エィ   Bag 
黒  KURO  အနက္ေရာင္ アネッ ・ヨン  Black 
茶  CHA  အညိဳေရာင္ アニョ ・ヨン  Brown 
ピンク  PINKU  ပန္းေရာင္  パン ・ヨン  Pink 
緑  MIDORI  အစိမ္းေရာင္ アセィン・ヨン  Green 
青  AO  အျပာေရာင္ アピャ ・ヨン  Blue 
赤  AKA  အနီေရာင္  アニ ・ヨン  Red 
 
大きい  OOKII  အႀကီး  アチィ   Big 
小さい  CHIISAI  အေသး  アテェ   Small  
 

(税関/အေကာက္ခြန္ဌာန/Custom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{J}                       {M}                              {E} 
1,000円    SEN      EN ယန္း တစ္ေထာင္ ヤン・ タ・ダゥン One  thousand 
 
2,000円    NISEN    EN ယန္း ႏွစ္ေထာင္ ヤン・ ネッダウン Two  thousand 
 
3,000円    SANZEN  EN ယန္း သုံးေထာင္ ヤン・ トンダウン Three  thousand 
 
5,000円    GOSEN   EN ယန္း ငါးေထာင္  ヤン・ ンガ・ダウン Five  thousand 
 
10,000円  ICHIMAN  EN ယန္း တစ္ေသာင္း ヤン・ タ・タウン Ten  thousand 
 

{J}  申告する   物  は ありません。 
  SHINKOKU SURU   MONO   WA  ARIMASEN. 
{M} ခရီးေဆာင္ပစၥည္း   နဲ ့  လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြပါပဲ။ 
 カイィ・サウン・ピッシー ネッ  レッサォン・ピッシートェパーペー（＊） 
{E} I have nothing to declare. 

{J}  ～円 ぐらいの 物です。 

   ～EN  GURAINO  MONODESU.  
 
{M}  ～～ ေလာက္  ပစၥည္းပါ။ 
   ～～ ラゥッ  ピッシーパー 

 
{E}  It costs about ～yen. 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/b/o/m/bomanchu/20081114105311.jpg&imgrefurl=http://bomanchu.blog81.fc2.com/blog-date-200811.html&h=480&w=345&sz=40&tbnid=08y4JsO7UZL4wM:&tbnh=93&tbnw=67&zoom=1&usg=__cA4mzq6v7RNx8qsCoKz_GWwutWM=&docid=RWz-3fISjXHF0M&hl=en&sa=X&ei=zbmGUNTzLI_qrQf5sYG4BQ&ved=0CB4Q9Q


(両替 / ေငြလဌဲာန / Exchange) 

★アドバイス： 旅行先では、使う分だけ少しずつ両替した方が良いでしょう！外貨よりも現地のお金が

入っている財布の方がスリに狙われやすく、ミャンマーチャットが余ると両替しにくい、またレートが悪

い場合もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

{J}    {M}        {E} 
$50     ေဒၚလာငါးဆယ္   Fifty Dollars 
GOJUU  DORU   ドラー・ンガセェ 
 
$100     ေဒၚလာတစ္ရာ   A hundred Dollars 
HYAKU DORU   ドラー・テェッヤー 
 
$150     ေဒၚလာတစ္ရာ့ငါးဆယ္  A hundred and fifty Dollars 
HYAKU GOJUU DORU  ドラー・テェッヤ・ンガセェ  
 
$200    ေဒၚလာႏွစ္ရာ   Two hundred Dollars 
NI HYAKU DORU   ドラー・ナッヤー  
 
$500    ေဒၚလာငါးရာ   Five hundred Dollars 
GO HYAKU DORU   ドラー・ンガーヤー  
 

{J} 両替所    は    どこですか？ 
        RYOUGAEJO     WA      DOKODESUKA? 
{M} ေငြလဲတ့ဲေနရာ   က   ဘယ္မွာလဲဟင္။ 
 ングェ・レェテッ・ネヤー  ガ   ベマーレヒン 
{E} Where can I exchange the money? (or) Where is the (exchange counter / the currency 

exchange)? 
 
{J}    {M}         {E} 
銀行 GINKOU   ဘဏ္တုိက္ バン・タイッ  Bank 
両替所 RYOUGAEJO  ေငြလဲေကာင္တာ ングェ・レ・カウンター Exchange 
Counter 

{J} ～(ドル/円)  を  両替   して下さい。 
～(DORU/EN)  WO  RYOUGAE   SHITEKUDASAI. 

{M}    ～(ေဒၚလာ/ယန္း)  ကို  လဲ  ေပးပါ။ 
～(ドラー/ヤン） コ  レ     ペーパー 

{E} I’d like to change ～ dollars/Yen. 



(I) 空港（出発）(ေလဆိပ္အထြက္ / Departure) 

 
(ヤンゴン国際空港出発ロビー    And    チェックインカウンター） 

（チェックイン/ေလယာဥ္ေပၚတက္လက္မွတ္ယူရန္/check In） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{J} (喫煙    /  禁煙)  席   (を)  御願いします。 
(KITSUEN   /  KINEN)  SEKI  (WO) ONEGAISHIMASU. 

{M} (ေဆးလိပ္ ေသာက္ရတ့ဲ /  မေသာက္ရတ့ဲ ) ေနရာ  (ကုိ) ေပးပါ။ 
セレィ・トゥヤテ  /    マトゥ・ヤテ  ネヤー (コ)  ペーパー 

{E} (Smoking/No smoking) seat Please. 
空港では必要ない会話ですが、地方訪問時にホテルやバスなどで使うかもしれないので、例題とし

て記載しました。 

{J} 窓側   (に)  して下さい。 
MADO GAWA   (NI)  SHITE KUDASAI. 

{M} ျပတင္းေပါက္ဘက္  (ကုိ)  ေပးပါ။ 
ビュティン・ポゥッベ (コ)   ペーパー 

{E} Window seat please. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
{J} 通路側   (に)   して下さい。 

TSUURO GAWA  (NI)  SHITE KUDASAI. 
{M} လမ္းဘက္  (ကုိ)  ေပးပါ။ 

ラン・ベェッ  (コ)  ペーパー 
{E} Aisle seat please. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
{J} (前方     / 後方）  の 席（を）  お願いします。 

(ZENPOU    / KOHOU)  NO SEKI（WO） ONEGAISHIMASU. 
{M} (ေ႐ွ႕ဘက္    /  ေနာက္ဘက္) က ထုိင္ခုံ  (ကုိ)  ေပးပါ။ 

(シュ・ベッ  / ノゥッ・ベッ） ガ タィン・クォン （コ） ペーパー（＊） 
{E} (Front/Rear) side seat please. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
{J}    {M}     {E} 
1個 I KKO   တစ္ခု  タ  ク  One  
2個 NI KO  ႏွစ္ခု  ニィ ク  Two 
3個 SAN KO  သုံးခု  トン グ  Three 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

{J} 搭乗  開始   は 何時 ですか。 

TOUJOU  KAISHI   WA  NANJI  DESUKA? 

{M} ေလယာဥ္ေပၚတက္ရမွာ  က ဘယ္ အခ်ိန္လဲ။ 

レイェンポゥ・テッヤ・マーガ  ベ アチェィンレ（＊） 

{E} What is boarding time? 

{J} 超過料金   は  いくらですか。 

CHOUKARYOUKIN  WA  IKURA DESUKA? 

{M} ေပါင္ခ်ိန္ပုိခ  က ဘယ္ေလာက္လဲဟင္။ 

ポンチェィン・ポガ ガ  ベラゥレ ヒン 

{E} How much is the excess baggage charge? 

{J} どのぐらい  遅れ   /  早くなり そうですか? 

DONOGURAI  OKURE   /  HAYAKUNARI SOUDESUKA? 

{M} ဘယ္ေလာက္ ေနာက္က်  /  ေစာ  မွာလားဟင္။ 

ベラゥ  ナゥ・チャ  / ソゥ  マラ・ヒン 

{E} How long will it be delayed/ earlier? 

{J} 荷物   は 全部で   ～です。 

NIMOTU   WA  ZENBUDE   ～DESU. 

{M} ပစၥည္း   (က) အားလုံးေပါင္း  ～ပါ။ 

ビッシ   (ガ) アー・ロン・ポン  ～パー 

{E} I have ~ piece of baggage. 

{J} この便  は  定刻予定通り   出ますか？ 

KONOBIN  WA  TEIKOKU DOORI  DEMASUKA? 

{M} ေလယာဥ္  က အခ်ိန္အတုိင္း  ထြက္ျဖစ္ပါသလား။ 

レイェン ガ ア・チェィン・アタイン トゥェ・ビィッ・パー・タラァ 

{E} Will this flight leave on time? 



Photo Dictionary 写真付辞書 ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္ 

動物 / တိရစာၦန္္� / Animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{J}  魚 SAKANA 
{M｝ ငါး  ンガー 
{E} Fish 

 

＜魚介類の料理名＞ 
（例）「魚＝ンガー」に「カレー＝ヒン＝Curry」を付けて「魚カレー＝ンガー・ヒン＝Fish 
Curry」。 
＜牛以外の肉類の料理名＞ 
（例）「豚＝ウェッ」に「肉＝ター」と「カレー＝ヒン」を付けて「豚肉カレー＝ウェッ・タ

ー・ヒン＝Pork Curry」。また、牛や水牛の場合は例外として「アメェー」を付けて下記のよ
うに言います。 
{J}（牛/水牛）肉カレー＝GYUUNIKU  KARE- {M} အမဲသားဟင္းアメェー・ター・ヒン {E} Beef curry 

{J}  アヒル AHIRU 
{M｝ ဘဲ ベー 
{E} Duck 

 

{J}  豚 BUTA 
{M｝ ဝက္ウェッ 
{E} Pig 

 

{J}  鶏 NIWATORI 
{M｝ ၾကက္チェッ 
{E} Chicken 

 

{J}  カニ 蟹 KANI 
{M｝ ဂဏန္းガナン 
{E} Crab 

 

{J}  エビ 海老 EBI 
{M｝ ပုဇြန္プ・ゾン 
{E} Prawn, Shrimp 

 

{J}  ウナギ UNAGI 
{M｝ ငါး႐ွဥ့္ンガ・シィン 
{E} Eel Fish 

 

{J}  タコ TAKO 
{M｝ ေရဘဝဲဲイェブウェ 
{E} Octopus 

 

{J}  牛 USHI 
{M｝ ႏြားヌァ 
{E} Cow 

 

{J}  ヤギ YAGI 
{M｝ ဆိတ္セィッ 
{E} Goat 

 



Photo Dictionary 写真付辞書 ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္ 

身体 / ခႏၶာကုိယ္ � / Body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{J}  女性     JOSEI 
{M} အမ်ိဳးသမီး アミョー・タミー 
{E} Female (Lady) 
 

{J} 男性      DANSEI 
{M} အမ်ိဳးသား   アミョー・ター 
{E} Male       (Gentle man) 

{J} 子供  KODOMO 
{M} ကေလး  カ・レィッ 
{E} Child 

{J} 女の子    ONNANOKO 
{M} မိန္းမေလး   メイン・カレー 
{E} Girl 

{J} 男の子  OTOKONOKO 
{M} ေယာက္်ားေလးヤゥチャー・レー 
{E} Boy 

{J}  髪  KAMI 
{M} ဆံပင္ サ・ピン 
{E} Hair 
 

{J}    お腹    ONAKA 
{M} ဗုိက္  バイッ 
{E}   Stomach 
 

{J}  口        KUCHI 
{M} ပါးစပ္       パサッ 
{E} Mouth 
 

{J}  目 ME 
{M} မ်က္လုံး ミェ・ロン 
{E} Eye 
 
 

{J}      腕            UDE 
{M} လက္ေမာင္း     レッ・マウン 
{E}    Arm 
 

{J}  足       ASHI 
{M} ေျခေထာက္     チェ・ダゥ 
{E} Leg 
 

{J}    頭        ATAMA 
{M} ေခါင္း       ガウン 
{E}   Head 
 

{J}     ふともも     FUTOMOMO 
{M} ေပါင္       パゥン 
{E}   Thigh 
 

{J}  手  TE 
{M} လက္  レッ 
{E} Hand 
 

{J}  小指        KOYUBI 
{M} လက္သန္း     レッ・タン 
{E} Pinky (Finger) 
 

{J}  親指        OYAYUBI 
{M} လက္မ       レッ・マ 
{E} Thumb (Finger) 
 

{J}      耳 MIMI 
{M} နား ナー 
{E}  Ear 

{J}     鼻       HANA  
{M}  နွာေခါင္း       ナッカウン 
{E}  Nose 

{J}  膝   HIZA 
{M} ဒူးေခါင္း   ドゥ・ガゥン 
{E} Knee 
 



Photo Dictionary 写真付辞書 ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္ 

食事 / အစားအေသာက္နွင့္ပတ္သက္ေသာ / Food 

 
{J} 魚味噌（ミャンマー料理：直訳） 
 SAKANA MISO 
{M} ငါးပိရည္ 
 ンガッピ・イェ 
{E} Fish Paste 
＊おふくろの味といえば日本人はみそ汁、ミャンマー人は 
ンガッピ。各家庭、店により辛さや甘味が違います。なお、 
原料もエビ、小魚、イカなど様々です。 
●話題の一品として是非お試しを！ 
 
 
{J} フライドポテト 
 FURAIDO POTETO 
{M} အာလူးေၾကာ္ 
 アールーチョ 
{E} Potatoes fries 
 or (Fried Potato) 

or (French fries) 
 

 
{J} 豚焼き 
 BUTA YAKI 
{M} ဝက္ေခါက္ကင္ 
 (ဝက္ေခါက္ေၾကာ္) 
 ウェ・ガウ・ケン  

or 
 (ウェ・ガウ・チョウ) 
{E} Barbecued Pork 

 
{J} (大）魚カレー 
 (OO）SAKANA KARE- 
{M} ငါးျမင္းဆီျပန္ 
 ンガ・ミィン・セィ・ピャン 
{E} Big Fish Curry 
 
＊ミャンマー人にとって、昔から油を多く使うことは 
一つのステータス。しかし、今は油の品質が良くない 
ので油料理はをなるべく避けましょう。 
注文時に「油がない方を下さい」と一言忘れずに！！ 
အဆီ မပါ ပါေစနဲ ့ 
アセィ・マパー・パセェネ  
 
Please do not put the gravy (oil). 
 

 

 

 

 



Photo Dictionary 写真付辞書 ႐ုပ္ျပအဘိဓာန္ 

ホテル / ဟိုတယ္အသံုးအေဆာင္မ်ား / Hotel 

 

 
 

{J} ベッドサイドライト BEDDOSAIDO RAITO {M}မီးတိုင္ミータイ       {E}Bed Stand Light 

{J} スタンドライト SUTANDO RAITO 
{M} မတ္တပ္မီးတိုင္ マッタ・ミータイ 
{E} Stand Light 
 

{J}  テーブル TE-BURU 
{M} စားပြဲサ・プェ 
{E} Table 
 

{J}  ベッドサイド ライト 
BEDDOSAIDO  RAITO 

{M} မီးတုိင္ ミータイ 
{E} Bed Stand Light 
 

{J}   カーテン KAATEN 
{M} အခန္းစီး アカンセィー 
{E}  Curtain 
 

{J} 枕 MAKURA 
{M} ေခါင္းအံုးガゥン・オン 
{E}  Pillow 
 {J} カーペット KA-PETTO 

{M} ေကာ္ေဇာコゥゾゥ 
{E}  Carpet 
 

{J} ベッド BEDDO 
{M} ကုတင္ クティン 
{E} Bed 
 

{J} テレビ      TEREBI 
{M} တီဗီティヴィ 
{E} Television 
 

{J}  冷蔵庫  REIZOUKO 
{M} ေရခဲေသတၱာ イェゲ・ティター 
{E} Refrigerator 
 

{J}  鏡台  KYOUDAI 
{M} မွန္တင္ခုံターマン・ティン・ゴン 
{E}  Dresser (Mirror Stand) 
 



ミャンマー国・外国投資法 Thukha Business Support Center による解説 

２０１２年１１月２日より決議された内容 

 

チャプター（１） 

名称及び用語 

 

1) 本法律を「外国投資法」と命名する 

2) 本法律に記載されている用語は下記の意味と定義する 

  1) 国  ： ミャンマー連邦 

  2) コミッション ： 投資委員会 

  3) 連邦政府 ： ミャンマー連邦国政府 

  4) 国民  ： ミャンマー連邦国の民間人、 

    法律に基づき許可された人々及び現地で設立された会社 

  5) 外国人 ： ミャンマー国籍を有しない人々及びその人々が設立した会社 

  6) 代表者 ： 投資委員会に対して投資申請を行うミャンマー国民または外国人 

  7) 申請  ： 代表者が投資委員会に対して投資許可を申請する場合、 

    使われる正式申請書、契約書、財務関連資料、会社謄本関連資料 

  8) 許可  ： 投資委員会の同意により許可 

  9) 外国資本 ： 外国人が投資委員会の許可の元、行う事業での必要な資本財 

    1) 外貨 

2) 機械、備品、部品、予備品及び実際に事業に使われる国内にない物 

3) ライセンス、ロイヤルティー、デザイン、商標、所有する技術と関 

   連する物 

4) テクニカル 

5) 上記による経営上の配当、利益を再投資した額 

 10) 投資家 ： 許可を得た個人及び経済組織（会社） 

      11) 銀行  ： 連邦政府より許可を得た国内の銀行 

      12) 投資  ： 当法律に基づいて、国内にある地域内で投資家が所有する事業 

1) 不動産、財産およびその他の物を法律に基づいて担保可能な物 

2) 株、証券、金銭消費貸借契約書など 

3) 契約に基づいた金額に想定する内容 

4) 既に定められた法律に基づいた技術ノウハウ 

5) 資源探索及び出荷事業に関して定められた法律又は契約に基づい 

た権利 

  13) 土地レンタル許可を得た者又は土地利用許可を得た者： 

国が定めた土地レンタルフィーを国に支払って定められた期間内に       

土地レンタル及び土地利用許可を得た者 

 

 

ミャンマー投資事業において必要な通訳及び翻訳の依頼は ThuKha Business Support Center へ 

thukha.bsc2@gmail.com 



チャプター（11） 

従業員及び労働者採用 

24) 投資家は 

  1) 専門的関連事業のため、国民の熟練労働者、上級専門職及び従業員の採用は初年度に最低

     25%、2 年目には 50%、3 年目には 75%でなければならない 

但し、特殊技術が必要である事業には期間制限の変更は可能 

  2) 上記のミャンマー国民へのトレーニング及び研修のアレンジ 

 3) 技術の必要のない事業はミャンマー国民のみ採用すること 

 4) 労働者採用は公的職業紹介所又は国内人材派遣会社又は投資家の管理にて行う 

 5) ミャンマー国民の熟練労働者、上級専門職及び従業員の採用は既存労働法及びルールに従っ 

    て契約書に両方の署名にての採用 

 6) 専門職の採用においてミャンマー国民と外国人の条件は平等でなければならない 

25) 許可に従って行われている企業より採用された外国人は労働許可、滞在許可取得するため投資委員会 

    に申請を行う 

26) 投資家は 

  1) 従業員、労働者の採用時には採用契約に従って行う 

  2）採用契約にともない雇用者と労働者の権利と責任、事業内のルール、最低賃金、休暇、休日、 

残業、負担、福利厚生などは既存法律に従って行う 

 3) 雇用者同士、労働者同士、雇用者と労働者、上級専門職と労働者との間に起きる問題等は既 

    存法律に従って解決する 

 

チャプター（12） 

免税及び減税 

27) 投資委員会は国内外貨投資事業をサポートする目的で免税及び減税を許可する。下記項目のアイテム 

   １以外の内容でも免税又は減税 1 項目以上又は全アイテム受けたい場合申請ができる 

  1) 生産又はサービス事業は初年度より 5 年間免税。なお、国にメリットがある場合事業の成功

     により適切な期間において免税又は減税の延長可 

  2) 事業の利益を再投資の目的で特別予算とし、1 年以内に再投資した場合免税又は減税可 

  3) 税管理のため償却資産（機械、部品、備品）、固定資産（建物）又は事業用の他の機械設備に 

     おいて国が定めている減価償却計算式にて算出された額は利益より免税が可能 

  4) 生産事業において輸出利益の最大５０％までの所得税減税可能 

  5) 外国人の所得税も国民と同様税率使用可能 

  6) 国において実際に必要とする研究及び開発事業の経費を所得税より削除可能 

  7) 各事業に 27-１の特税条件を受けてから 2 年間実際に赤字決済の場合、連続的に 3 年間減税

     計算可能 

  8) 事業準備期間中、実際に使うため輸入された機械、部品、備品、予備品において輸入税又は

     他の各内税又は両方の免税又は減税可能 

  9) 事業準備期間後、初年 3 年度まで輸入された材料において輸入税又は他の各内税又は両方の

     免税又は減税可能  

 

 






