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会社紹介 

会社名    双見通信工業株式会社    

所在地 

    【本社】 千葉県松戸市日暮5丁目332番 

    【ミャンマー】Room 2, Building 16/Ka, Ariya Magin St., 14th Quarter,  

                                  Kyauk Kone, Tankin Tsp., Yangon, Myanmar 

創業    1984年5月24日 

代表者    中井 文雄 

資本金    20 百万円 

売上高    550 百万円 

従業員数    33名 （ミャンマー事務所 2名含む） 
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事業概要 
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携帯電話基地局工事 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソーラーシステム工事 
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携帯電話設備工事 
 
 
 
 
 
 
 

架線金物製造・販売 
（ミャンマー） 
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ミャンマーの魅力 
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◆生産基地としての魅力 

ミャンマー国民は、識字率が高く、優秀で  
勤勉です。英語を話す国民も多く英語で   
指示を与えたり、コミュニケーションを   
取ることができます。加えて、近隣諸国と
比べて、比較的、賃金が安く抑えられて
いて、製品を生産するのに、とても適して 
いると考えています。 

◆販売拠点としての魅力 

ミャンマーは地理的に、ASEAN諸国、  
中国、インドの中央に位置しています。
ミ ャ ン マ ー で は 産 出 し な か っ た り 、       
作られていない原材料の輸入に適して 
いるばかりではなく、生産した製品を    
これらの国々に販売する為の拠点と     
しても、魅力的です。 
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架線金物の現状と課題 

現在 将来 

ミャンマーでは、めっき工場が希少なので、
架線金物はペイントされています。ペンキ
が剥がれ、錆びている物が多く、見栄えが
悪いだけでなく、耐久性が低くなっていま
す。 

ミャンマーで、工事サービスを始めるに際し、日本と 同
じ亜鉛溶融めっきされた見栄えが良く、長持ちをするは
架線金物を使用する為、自社で生産することにしまし
た。ミャンマー企業と合弁企業を設立し、近々、着工い
たします。来年早々には操業開始の予定です。 
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ミャンマーにおけるインフラ事業展開 
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日本における人材育成 
 
現在、ミャンマーから来日した６名
のエンジニアが本社に勤務し、
様々な工事の実施研修を受けて
おります。 
 
ミャンマーでの工事事業がスター
トしましたら、帰国して、工事の   
指導や監理を行います。 

  架線金物工場 
 
  会社名： フタミ・メガ・エンジニアリング・カンパニー・リミテッド 
 
  業務内容： 架線金物の製造・溶融亜鉛めっき 
 
  着工時期： ２０１４年８月 
 
  操業開始予定： ２０15年３月 
 
  事業形態： 合弁会社 



10 

目  次 

１  会社紹介 

２  インフラ事業展開 

３  ミャンマー進出のポイント 

 

Copyright ©2012-2013 All rights reserved by Futami Communications & Engineering Co., Ltd. 



11 

ミャンマー進出におけるポイント 
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（１）  誰が、訪緬するべきか？  

（2）  どう、訪緬すべきか？ 

（3）  ビジネスのターゲットは？ 

（4）  ミャンマーでネットワークを築く方法 

（5）  「実績をつくる」ことが先、小さなビジネスを実際に始めて学ぶ 

（6）  ミャンマー人ビジネスマンへの対応  

（7）  いつ決断するのがよいのか？ 
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www.futami-tsushin.jp 

弊社のホームページは日本語に加えて、 

英語、ミャンマー語で表記しています。 
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Thank you 
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