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ミャンマー連邦共和国政府 

計画財務省 

2017年第 35号告示 

Taguの第 3回 Waxing Day、1378 ME（ミャンマー暦） 

（2017年 3月 30日） 

計画財務省は、ミャンマー投資法第 100条（a）に基づく権限を行使し、連邦政府の承

認のもと、この投資規則をここに制定する。 

 

第 1章 

表題及び定義 

 

1. 本規則を、「ミャンマー投資規則」と呼ぶ。 

2. 本規則に含まれる用語は、ミャンマー投資法と同じ意味を有する。加えて、以下の

用語は、本条に定める意味を有する。 

(a) 「本法律」とは、ミャンマー投資法をいう。 

(b) 「関連者」とは以下の者をいう。 

1) 具体的には会社については、以下の者をいう。 

(aa) 会社の取締役又は秘書役 

(bb) 関連法人 

(cc) 関連法人の取締役又は秘書役 

(dd) 会社を支配する者、又は会社に支配されている者 

2) 一般的に、人（会社を含む）については、以下の者をいう。 

(aa) 関連事項について、ある者と共に、行動している又は行動する予定

の者 

(bb) 関連事項についてその他の何等かの方法で、公式又は非公式に、提

携している者又は提携を予定している者 

(cc) 関連事項に関連する所定の者 

3) 但し、上記 1）及び 2）に基づいて関連者として規定されうる者も、あら

ゆる事例において、単に以下の事由だけで含められることはない。 

(aa) 専門能力や取引関係に関する職務の遂行の過程において、その者に

助言を与えていること、又はその者のために行動していること。 
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(bb) 社員総会又は種類に応じた社員総会において、その者の代理人又は

代表者として任命されていること。 

(c) 「政府部局、政府機関」とは、連邦、管区又は州レベルの行政機関、省庁、委

員会をいう。 

(d) 「環境影響評価の実施が必要なプロジェクトの種類」とは、環境保全法、同規

則及び環境影響評価手続で規定されているプロジェクトの種類をいう。 

(e) 「外国会社」とは、ミャンマー会社法又はその後継法において定義された外国

会社をいう。 

(f) 「ある会社との関連での持株会社」とは、そのある会社を子会社とする持株会

社をいう。 

(g) 「ミャンマー会社」とは、ミャンマー会社法又はその後継法に基づいて、ミャ

ンマーに設立され、登記された会社をいう。 

(h) 「小会社」とは、公開会社又は公開会社の子会社以外で、以下の条件を満たす

会社をいう。 

1) 従業員数が 30名以下、又は会社若しくはその子会社における従業員がミ

ャンマー会社法若しくはその後継法に基づいて規定された数未満であるこ

と。 

2) 当該会社又は子会社の前会計年度の年間収入総額が 5千万チャット又はミ

ャンマー会社法若しくはその後継法で規定されているその他の金額未満で

あること。 

(i) 「子会社」とは、以下の会社をいう。 

1) ある会社が以下のいずれかの状況にある場合、そのある会社は他方の会社

の子会社となる。 

(aa) 他方の会社がある会社の取締役会の構成を支配している場合。 

(bb) ある会社の会議で行使可能な最大議決権数の 2分の 1を超える議決

権を他の会社が行使又はその行使を支配している場合。 

(cc) 他方の会社がある会社の発行済株式の 2分の 1を超える株式を保有

している場合。ただし、特定額を超えて利益又は資本の分配に参加

する権利を有しない株式は除く。 
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(dd) ある会社の発行済株式に割り当てられるすべての配当金の 2分の 1

を超える配当金を受け取る権利を有する場合。ただし、特定額を超

えて利益又は資本の分配に参加する権利を有しない株式は除く。 

2) 上記の状況に該当する子会社の子会社も、上記条項の適用上、他方の会社

の子会社となる。 

(j) 「HSコード（ハーモナイズドシステムコード）」とは、世界税関機構によっ

て策定され、ミャンマー税関当局がその都度使用しているハーモナイズドシス

テム又はハーモナイズド関税表をいう。 

(k) 「投資監視課」とは、委員会事務局の投資監視課をいう。 

(l) 「投資スクリーニング申請」とは、本規則第 28条に従った拘束力のないガイ

ダンスを得ることを希望する投資家がミャンマー投資委員会に提出する申請を

いう。 

(m) 「投資支援委員会」は、本規則第 165条に基づいて組織される委員会をいう。 

(n) 「禁止される投資活動」とは、本法律第 41条の要件に適合する種類の投資を

いう。 

(o) 「投資奨励分野」とは、本法律第 43条に従ってミャンマー投資委員会が随時

発行する告示によって規定される奨励事業活動リストに含まれる分野をいう。 

(p) 「管区又は州委員会」とは、本規則第 151条に基づいてミャンマー投資委員会

が設立した管区又は州投資委員会をいう。 

(q) 「管区又は州委員会事務局」とは、関連する管区又は州委員会の行政活動を実

行する責を負う投資企業管理局の管区又は州の支店事務局をいう。 

(r) 「提案評価チーム」とは、本規則第 149条に基づいてミャンマー投資委員会が

提案の審査を補助するために組織する提案評価チームをいう。 

(s) 「関連法人」とは、以下をいう。 

1) 会社の持株会社 

2) 会社の子会社 

3) 会社の持株会社又は子会社 

(t) 「制限される投資活動」とは、本法律第 43条に従って随時ミャンマー投資委

員会が告示により規定する投資活動をいう。 

(u) 「原材料」とは、商品の製造に必要な天然、未加工又は未精製の材料をいう。

また、完成品の製造に必要な原材料若しくは商品、完成品若しくは半製品を改
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良するために使用される製品又は梱包に必要な材料も含まれる。そのような原

材料には、未加工又は天然又は使用準備済みの原材料も含まれる。 

(v) 「移行期間」とは、本規則の施行日からの 24カ月間の期間をいう。 

(w) 「営業日」とは、委員会事務局が開いている日（土曜日、日曜日、又は祝日を

除く）をいう。 

(x) 「申請手数料」とは、提案、是認申請、税の減免申請又は土地使用権申請を、

委員会又は管区又は州委員会に提出する際に、投資家が支払うべき手数料をい

う。 

(y) 「投資建設期間又は投資準備期間」とは、ミャンマー投資委員会が承認する提

案された投資を実施、拡大又は準備するための期間を意味する。 

 

第 2章 

投資の種類 

 

MIC許可が必要な投資 

3. 本法律第36条（a）の適用上、以下の要件のいずれかを満たす種類の投資は、ミャ

ンマー国にとって戦略的に重要な投資活動と規定される。 

(a) 通信技術、情報技術、医療技術、バイオ技術等の技術、エネルギー、インフ

ラ、都市開発、天然資源採取及びメディアの各分野における事業に対する投資

で、投資額が2,000万ドルを超えるもの。 

(b) 政府部局若しくは政府機関による土地その他の財産利用権の付与、又は運営権

若しくは類似の権限付与の合意に基づく投資で、投資額が2,000万ドルを超え

るもの。 

(c) 外国投資家がミャンマー国と他国の国境付近若しくは紛争地域で行う投資、又

はミャンマー投資家がこれらの地域で行う投資で投資額が100万ドルを超える

もの。 

(d) 外国投資家が国境をまたいで実施する投資、又はミャンマー国民の投資家がこ

れらの地域で行う投資で予定投資額が100万ドルを超えるもの。 

(e) ミャンマー国内の管区又は州をまたいだ投資。 

(f) 1,000エーカー超の土地上で行う農業への投資 
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(g) 100エーカー超の土地上で行う農業以外の事業への投資 

4. 本法律第 36条（b）の適用上、予定投資額が 1億ドルを超える投資は多額の資本集

約的な投資とみなされる。 

5. 本法律第 36条（c）の適用上、以下のある投資が要件を満たす場合、その投資は自

然環境及び地域社会に大きな影響を及ぼす可能性のあるものとしてみなされる。  

(a) 環境影響評価が必要となる種類のプロジェクトである、又は、かかるプロジェ

クトである可能性が高い。 

(b) 環境保護法等の現行法、手続又は告示に基づいて指定又は提案されている、環

境保護地域、森林保護地域、生物多様性重要地域又は生態系、文化・自然遺

産、文化的記念物若しくは手つかずの自然を保護するための選択・特定地域 

(c) 投資活動のために、以下の土地を使用し又はリースする場合 

1) 補償による収用、収用又は強制取得手続、又はそれらのミャンマー国の現

行法の下で行われる収用以前になされる土地売買の合意によって取得され

又はされる可能性が高い土地であって、かつ、少なくとも 100人の定住者

の移住を要するか、又は 100エーカー以上の面積から成るもの 

2) 100エーカー以上の面積から成り、かつ、土地使用権利者の土地使用又は

天然資源利用権者の天然資源利用への意に反する制限を伴う可能性の高い

もの 

3) 占有又は使用すべき 100エーカー以上の土地の取得に際して、土地所有権

を巡る他の者からの誠実な訴訟又は紛争によって、提案された投資活動と

の間に矛盾衝突を生じさせるおそれのあるもの 

4) 土地占有又は使用の申請において審査権限を持つ団体によって審査された

土地の継続的な占有によって、少なくとも 100人の個人に不利な影響を及

ぼしうるもの 

6. 本法律第 36条（d）の適用において、政府部局及び政府機関が自由に処分できる土

地又は建物への投資は、国有地及び国有建物を使用する投資活動と規定される。た

だし、政府部局及び政府機関の権限範囲内で行われる土地使用権付与、変更、その

他土地管理手続きの規定及び手続に従った土地の管理はこれに含まれない。 

7. 投資家は、以下の場合には、本法律第 36条（d）に基づく MIC許可を申請する必

要はない。 
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(a) 投資家が、土地又は建物につき、5年以下のリース又はライセンスを受ける場

合 

(b) 投資家が、国有地又は国有建物につき、リース契約又はその他の契約で認めら

れている方法で、以下の者からサブリースを受ける場合 

1) 本法律を含むミャンマー国の法律の規定に従って、政府部局及び政府機関

から国有地又は国有建物の使用権を以前より取得していた者 

2) 政府部局又は政府機関の許可によって、国有地又は国有建物をサブリース

又はサブライセンスする権限を与えられた者 

8. 本規則第 7条（b）に従って土地及び建物をサブリースする投資家は、政府部局及

び政府機関が締結したリース契約又はその他の契約で認められた方法で土地及び建

物を使用しなければならない。 

9. 最初に投資を行ったときに MIC許可を取得する必要がなかった投資家も、その後

の投資の種類の変更により、MIC許可を取得すべき投資の要件に含まれるように

なった場合は、そのような変更に先立ち、提案をミャンマー投資委員会に提出し、

MIC許可を取得しなければならない。 

10. 本規則第 3条、第 4条及び第 5条における金額及び土地面積の決定に際して、それ

らは投資家及びその関係者の投資活動並びに投資家に関するあらゆる事業の投資活

動の総額をいうものとみなされる。 

11. 本規則のいかなる規定も、本法律第 46条に基づいて連邦議会の承認を得るための

提出に際して要求される規定の条件及び、総投資額提案の評価や MIC許可の付与

に際して規定されるその他条件又は要件を制限するものではない。 

禁止される投資活動 

12. ミャンマー投資委員会は、政府の承認を得て、随時、本法律第 41条に基づき、禁

止される投資についての告示を発することができる。 

13. その他の法律の適用を制限するものではないが、本規則第 12条の告示の対象とな

っていない投資は、本法律の適用上、禁止される投資とはみなされない。 

14. 何人も禁止される投資に該当する投資を行ってはならない。 

15. 本法律第 41条（a）の危険な又は有害な廃棄物とは、現行法によって、ミャンマー

国への輸出入、保管、取引、製造、その他生産を禁止されているすべての物質をい
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う。かかる物質の使用又は製造は、本法律に基づく明示的な例外、適用免除又は許

可がある場合を除いては、禁止される事業である。 

16. ミャンマー投資委員会は、 

(a) 禁止された投資活動又は関連する事業が行われていると信ずる合理的根拠が存

在する場合、その投資家に対し情報提供を求めることができる。 

(b) 禁止された投資が行われていると信ずる合理的根拠が存在する場合、投資の停

止又は中止を命ずることができる。 

(c) 調査した結果、禁止された投資が行われていると分かった場合には、MIC許可

又は是認を取り消すものとする。 

制限される投資活動 

17. 政府の承認を得て、ミャンマー投資委員会は適時、本法律第 43条に基づき、本法

律第 42条で定める制限される投資についての告示を発行した上、本法律第 44条に

基づき、それらを修正できる。制限される投資活動に投資を行う者は本法律及びそ

の他の適用法に従わなければならない。 

18. 議論し又はアドバイスを求めるというミャンマー投資委員会の権利は、本規則第

17条にいう告示の修正を検討するに際して、本法律第 45条によって制限されるも

のではない。 

19. その他の適用法による制限にもかかわらず、本規則第 17条にいう告示に含まれて

いない投資は本法律における制限される投資とはみなされない。 

20. 政府部局及び政府機関は、本法律第 42条（a）及びその他の法律に基づき国のみが

行うことのできる投資活動について、投資家との間で契約を締結でき、投資家に対

し、契約の範囲に応じて当該投資に関与を許可することができる。 

21. ミャンマー投資家は、本法律第 42条（b）に基づき規定された投資活動を行うこと

ができる。 

22. 本法律第 42条（c）に基づく告示で明示的に例外とされた事業を除いては、合弁事

業において、ミャンマー投資家は 20％の最低直接株式保有又は持ち分比率を寄与

しなければならない。 

制限される投資活動についての通知 
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23. 本法律第 42条に定める制限される投資を実行しようとする投資家は、委員会事務

局若しくは管区又は州委員会事務局に対し、当該投資について通知しなければなら

ない。 

24. 投資家は、本規則第 23条に基づく通知を、投資活動の実施開始から 3カ月以内に

委員会事務局若しくは管区又は州委員会事務局に送付しなければならない。 

25. 本規則第 23条に基づく通知の送付は、提案の提出又は是認の申請中の投資家又は

小会社については適用されない。 

 

第 3章 

投資奨励分野 

 

26. ミャンマー投資委員会は、随時投資奨励分野についての通達を発した上、連邦政府

の承認を得て、これを修正することができる。 

27. ミャンマー投資委員会は、他の権限又は規則の効果を制限することなく、投資奨励

分野における免税又は減税を受ける前の最小投資基準及び免税の最大額をいつでも

規定することができる。適格基準は総投資額の一部としてなされるべき最低現金投

資を含むことができる。 

 

第 4章 

投資スクリーニング申請の提出とガイダンス発行 

 

28. 投資を希望する者は、以下の各種提案する投資について拘束力のないガイダンスを

得るために、ミャンマー投資委員会に対し、投資スクリーニングの申請を行うこと

ができる。 

(a) 本法律第 36条に基づいてミャンマー投資委員会への提案の提出を要求される

事業 

(b) 本法律第 46条に基づき、連邦議会に承認を求めて提出される可能性がある事

業 

(c) 本法律第 42条及び関連する告示に基づいて制限される事業 
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(d) 投資奨励分野に含まれる事業 

(e) 本法律第 41条に基づいて禁止される事業 

29. 投資スクリーニング申請では、投資家は以下の事項に従って行動する必要がある。 

(a) 投資の性質を十分に開示する。 

(b) 適任者がミャンマー投資委員会の評価において考慮するであろうすべての情報

を開示する。 

(c) 正確かつ十分に情報を開示する。 

30. 投資を希望する者が、投資スクリーニング申請を提出し、所定の申請手数料を支払

った後、ミャンマー投資委員会はその申請を評価するものとする。 

31. ミャンマー投資委員会は、 

(a) 情報が完全である場合、10営業日以内に投資スクリーニング申請の評価を行わ

なければならない。 

(b) 投資家からの追加情報を求める必要がある場合、評価期間を延長することがで

きる。 

32. ミャンマー投資委員会は、所定の期間内に投資スクリーニング申請を評価した後、

拘束力のないガイダンスを発行するものとする。 

33. 本規則第 32条に基づいて発行されたガイダンスは、法律に従った投資の継続につ

いての助言とみなされ、承認が与えられる見込みを事前に知るためのものとはみな

されない。 

34. 要求された情報が、要求された日から 10営業日以内又は延長期間内に投資家から

提供されない場合は、ミャンマー投資委員会は、申請を破棄できる。 

35. 本規則第 29条に基づく規定が修正される場合、ミャンマー投資委員会は、本規則

第 32条に基づいて発行されたガイダンスが修正されるべきことを決定することが

できる。ミャンマー投資委員会は投資家にそのような決定を通知しなければならな

い。 

 

第 5章 

投資の提出 

 

36. すべての提出は、以下の条件に従って行わなければならない。 
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(a) 書面で行うこと。 

(b) ミャンマー語で行うこと。又は希望する場合、ミャンマー語と英語の両方で行

うこともできる。 

(c) 提案である場合、ミャンマーでの投資の要約はミャンマー語で行うこと。又は

必要に応じて、ミャンマー語と英語の両方で行うこともできる。 

(d) 関連する申請者が署名すること。 

(e) 所定の書式を完全に記入すること。 

(f) ミャンマー投資委員会が規定した情報を含むこと。 

(g) 真正でかつ十分な情報を含まなければならず、不正に開示されてはならない。 

(h) 委員会事務局若しくは関連する管区又は州委員会事務局に提出すること。 

(i) 関連する申請料を支払うこと。 

37. 投資家は、提出時には以下の事項について述べる必要がない場合でも、MIC許可

又は是認を取得した後、ミャンマー投資委員会に以下の事項を届け出なければなら

ない。委員会事務局はそのような情報をミャンマー中央銀行に通知しなければなら

ない。 

(a) 外国ローンを用いて投資を行う場合は、貸付額、元本及び利息の総額、送金額

及び予定表を含む返済計画 

(b) 海外からの資本及びオフショアローンの受取銀行及び送金と決済のための銀行

ルート 

38. 本規則第 36条（c）に従って提出される提案投資の概要は以下の情報を含まなけれ

ばならない。 

(a) 投資家及び当該投資に重要な直接又は間接の利益を有しているその他の者 

(b) 投資の主要な場所 

(c) 投資が行われる分野及び事業の説明 

(d) 提案する投資額 

(e) 投資実施の予定タイムテーブルを含む投資計画の説明 

(f) 任命される従業員の数及び投資から得られる輸出収入 

(g) 随時ミャンマー投資委員会が既定するその他の情報 

39. 投資家がまだ企業を法的に設立していない場合、企業の設立の責任者は、投資者と

して提案を提出することができる。法律に基づく企業設立は MIC許可を発行する

条件であるが、設立によっても本法律に基づく投資者の義務は変わらない。 
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40. 他の権限を制限することなく、ミャンマー投資委員会は、提出を考慮するに際し

て、政府部局又は政府機関と協議することができる。利害関係者及び提案に関する

決定により影響を受ける者に協議することができ、決定のための情報を得ることが

できる。ただし、ミャンマー投資委員会は、その裁量により、そのような情報を考

慮すべきかどうかを決めることができる。 

 

第 6章 

提案の提出と評価 

 

41. (a) （b）に従って提案される投資が、本法律第 36条の投資に含まれる場合、投資

家は、MIC許可取得のために提案をミャンマー投資委員会に提出しなければな

らず、投資をするのは MIC許可を得た後でなければならない。 

(b) MIC許可を保有する他の投資家又は事業体が提案する投資を行うことを望む場

合、本規則第 237条に含まれる投資を除いては、（a）に基づいた MIC許可の

追加取得を要求してはならない。 

(c) 投資家は、提案についてミャンマー投資委員会の定めた申請料を支払わなけれ

ばならない。 

42. 本規則第 41条に従ってミャンマー投資委員会に提案を提出しようとする投資家

は、MIC許可を取得した後でなければ投資を行ってはならず、MIC許可のすべて

の条件に従わなければならない。 

43. 以下の者が提案を申請しなければならない。 

(a) 投資しようとする者 

(b) 投資しようとする者に授権された代理人 

(c) 投資しようとする事業に関与する子会社 

44. 提案の提出に際して、以下の条件を含む投資が本法律第 36条の MIC許可を取得す

べき投資の場合、提出は関連省庁を通じて提出されなければならない。 

(a) 政府部局及び政府機関が投資につき重大な持分権を有している場合 

(b) 政府部局及び政府機関が投資家に対し、運営権を付与している又は付与する予

定である場合 
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(c) 政府部局及び政府機関がそのようにすることが、法律によって要求され、又は

許可されている場合 

45. ミャンマー投資委員会は、提案を審査した後、受領の日から 10営業日以内に提案

の概要を周知すべく公表することができる。 

46. 土地使用許可若しくは免税若しくは減税又はその両方の申請は、提案と同時に提出

することができる。 

提案評価手続 

47. 委員会事務局は、その適格性と完全性について委員会事務局又はミャンマー投資委

員会が指定するその他の場所で、提案の評価を行うものとする。提案が適格であ

り、完全であると判断した場合、提案を受け入れることとなる。提案評価チームは

規定に従って提案を評価し、その後委員会会議（MIC会議）に提出するものとす

る。 

48. 本規則第 47条に従って提出された提案を受領した場合、ミャンマー投資委員会は

規定に従って提案された投資が許可されるべきかを評価しなければならない。仮に

許可を付与することが不適切であると判断した場合には、ミャンマー投資委員会は

受領の日から 15営業日以内に提案を却下することができる。提案が却下される場

合、ミャンマー投資委員会は提案を却下した日から 5営業日以内に却下理由の説明

を付して却下の旨を通知しなければならない。提案が却下されない場合には、許可

したものとみなされる。 

49. 提案を受理した場合、ミャンマー投資委員会は、提案受理日から 60日以内に評価

を行い、MIC許可する場合は、MIC許可を 10営業日以内に発行する。MIC許可書

のコピーは関連する省庁並びに管区及び州政府に送られなければならない。 

50. ミャンマー投資委員会は、投資家又は当該投資に関与するその子会社に MIC許可

を与えることができる。 

51. その他の規則を制限することなく、MIC許可に関する許可又は減税若しくは免税

は、 

(a) 提案又は指定された投資に関して付与することができる。 

(b) 数種類の投資活動に関して付与することができる。 

(c) 保証金の支払いを条件として付与することができる。 

(d) 特定の期間付与することができる。 
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(e) 全部又は一部につき付与することができる。 

52. 本規則第 49条に基づく提案の評価期間は、以下の場合に延期することができる。 

(a) ミャンマー投資委員会が、MIC許可及び関連する申請についてその評価と決定

を行うために、投資家又は他の組織からの追加情報を求める場合 

(b) 本法律第 46条に基づく承認を得るために連邦議会に提出することが求められ

る場合 

53. ミャンマー投資委員会は提案評価期間を本規則に基づき 2回以上延期することがで

き、延期については投資家に通知する。 

54. 本規則第 57条に従った追加情報又は連邦議会の承認をミャンマー投資委員会が受

けた場合には、延期期間は終了し、評価期間が再開する。 

55. 本規則第 49条に基づく提案の評価期間は、ミャンマー投資委員会の事務局長が投

資の複雑性又は新規性に関する事実に基づいて、延長することがミャンマー国の利

益となると判断した場合、本規則第 49条の提案評価期間を延長することができ

る。延長期間は本規則に基づき、2回以上延長することができ、延長は投資家に通

知される。 

56. ミャンマー投資委員会は、投資家又は権限を有するその代理人を、投資評価チーム

の又はミャンマー投資委員会の会議へ出席させなければならない。必要に応じて、

投資の性質に関連した政府部局又は機関の専門家を会議に招待しなければならな

い。 

57. ミャンマー投資委員会は、手続きのどの段階においても、承認又は委員会会議への

提案の提出前に、提案に関連する更なる情報の提出を求めることができる。 

58. 投資家は、ミャンマー投資委員会が要求した追加情報を、本規則第 57条に従って

要求された日から 20営業日内、又はミャンマー投資委員会が承認する延長期間内

に提出しなければならない。 

59. 投資家が本規則第 58条の期間内に追加情報を提供できなかった場合、ミャンマー

投資委員会は提案を却下することができる。 

60. 提案が無効になったにもかかわらず、なお提案の MIC許可を得たい投資家は、提

案を再提出し、所定の申請料金を支払わなければならない。 

61. ミャンマー投資委員会は、提案の評価過程において、必要である場合、政府部局や

政府機関と協議することができる。それらの政府部局や政府機関は関連する人員や

その他の資源をミャンマー投資委員会に対して供給しなければならない。投資が民
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族権利保護法の適用を受ける場合、ミャンマー投資委員会は、評価過程の一部とし

て、関連する管区又は州政府その他の利害関係者と協議及び意見の聴取を行うべき

か否か及び MIC許可に含まれるべきその他の要件につき検討することができる。 

62. 提案を評価するに際して、委員会は、法律に従っていない又は MIC許可を発行す

るにふさわしくないと考える場合は、いつでも提案を却下することができる。 

63. ミャンマー投資委員会は、MIC許可申請と評価手続きに関するさらなるガイドラ

インを発行することができる。 

提案評価基準 

64. 提案の評価において、ミャンマー投資委員会は、ミャンマー国にとっての利益を重

視して、本法律の目的、原則及び権利義務を考慮するものとする。投資家及び提案

の評価にあたっては、ミャンマー投資委員会は以下の基準に適合するか否かを考慮

しなければならない。 

(a) 投資家がミャンマー国の法律に従って行動し投資を行っていること。 

(b) 当該投資が MIC許可を必要とする投資であること。 

(c) 提案が本法律に従って行われていること。 

(d) 投資家が、環境及び社会的悪影響を低減し、防ぐことにより、責任をもって持

続可能な形で投資を実行するというコミットメントを示すこと。そのような コ

ミットメントは、環境保全活動、環境保全政策の遵守、人権保護、天然資源の

有効活用技術の適用、廃棄物管理の実践が含まれるがこれに限定されるもので

はない。 

(e) 投資家、その持株会社又は投資のマネジメントに関与する関連者がビジネス経

験を有し、投資に関して洞察力を有していること。 

(f) 投資家、関連者及び持株会社が、投資活動に対して財政上のコミットメントを

行うこと。 

(g) 投資家、関連者及び持株会社は誠実で、ビジネス上の良い評判を得ているこ

と。 

(h) 連邦政府、州政府又は管区政府によって発表された国家開発、安全保障、経

済、社会及び文化の政策及び目標を考慮して、投資が、投資によって影響を受

けるそれらの政策及び目標に適合する投資であること。 

65. 本規則第 64条に従って提案を評価する際、ミャンマー投資委員会は 
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(a) すべての基準を考慮し、投資家及び提案された投資が本規則第 64条（a）から

（c）の基準を義務的に満たしていること、並びに、本規則第 64条（d）から

（h）の中から最も関連性の高い基準を満たしていることを決定しなければな

らない。 

(b) 投資家及び提案された投資が義務的基準及び関連する非義務的基準を満たして

いるかどうかを決定しなければならない。 

66. 本規則第 64条（g）について、投資家が誠実で、ビジネス上の評判が良いか否かを

評価する上で、ミャンマー投資委員会は、投資家、関連者又は当該投資に関与して

いる者が、環境、労働、租税、汚職、又は人権に関する法律に基づいて罰せられた

か又はそれらの法律に違反したかどうかを考慮することができる。 

 

第 7章 

是認申請の提出及び評価 

 

67. 本法律第 36条に含まれない投資活動に関しては、以下の者は、是認申請を委員会

事務局若しくは関連する管区又は州委員会事務局に対して提出することができる。 

(a) 投資家 

(b) 正当に授権された投資家の代理人 

(c) 投資に関与する子会社 

68. 投資家は、 

(a) 関連する土地使用申請若しくは免税又は減税の申請を、是認申請と並行して提

出することができる。 

(b) ミャンマー投資委員会が定める是認申請手数料を支払わなければならない。 

69. 投資の実施を開始する際、是認を申請する投資家は推薦状、承認証、ライセンス、

MIC許可書及び本法律第 38条で是認申請と併せて要求される類似の文書を提出し

なければならない。ただし、当該事業は、事業の性質上、是認を得た後にこれらの

文書が必要となる種の事業である場合には、これらの文書は是認申請提出後に取得

及びミャンマー投資委員会に提出されなければならない。 

70. 本規則第 68条に基づいて提出された是認申請は、適格性及び完全性について、委

員会事務局若しくは関連する管区又は州委員会事務局で評価される。要件を満たし
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ている場合、是認申請はミャンマー投資委員会若しくは管区又は州委員会の評価及

び承認手続へ提出されるものとする。 

是認申請評価手続 

71. 本規則第 70条に従って是認申請を受領した場合、ミャンマー投資委員会若しくは

関連する管区又は州委員会は、申請が不完全若しくは要件に照らして非適格であ

る、若しくはその他の事情に基づいて、承認に適さないと判断した場合、受理して

から 15営業日以内に申請を却下することができる。 是認申請が却下された場合、

ミャンマー投資委員会若しくは関連する管区又は州委員会は、申請却下の旨及びそ

の理由に関する説明書きを、却下日から 5営業日以内に投資家に通知する。 是認

申請が却下されない場合、受理されたものとみなされる。 

72. (a) ミャンマー投資委員会は、受領日から 30日以内に是認申請を審査し、承認決

定をした場合は、決定日から 10営業日以内に是認を発行しなければならな

い。 

(b) 関連する管区又は州委員会は、受領日から 30日後に是認申請を審査し、承認

決定をした場合は、決定日から 10営業日以内に是認を発行しなければならな

い。 

(c) ミャンマー投資委員会又は管区又は州委員会は、是認書の写しを、関連する連

邦省庁並びに州及び管区政府に提出しなければならない。 

73. ミャンマー投資委員会若しくは関連する管区又は州委員会は、投資家若しくは投資

に関連しているその子会社に是認を付与することができる。 

74. ミャンマー投資委員会若しくは関連する管区又は州委員会は、評価手続のどの段階

でも、是認申請に関連する更なる情報を提供するよう、投資家に要求することがで

きる。 

75. ミャンマー投資委員会若しくは関連する管区又は州委員会が投資家に要求した情報

が、要求した日から 20営業日内若しくは委員会によって認められた延長期間内に

提供されなかった場合、是認申請は却下できる。承認申請が無効となった場合、土

地使用権若しくは免税又は減税の取得を希望する投資家は、是認申請を再提出し、

所定の申請手数料を支払わなければならない。 
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76. 委員会は是認申請を評価する際に政府部局及び政府機関と協議し、期間内に是認申

請の評価手続を完了するため、政府部局及び政府機関に関連する人材その他の資源

を提供するよう要求することができる。 

77. 是認申請を評価する際、委員会は、法律に反している又は是認に適していないと判

断する場合、いつでも是認申請を却下することができる。 

78. 委員会は、是認申請評価手続に関するさらなるガイドラインを発行することができ

る。 

是認申請評価基準 

79. ミャンマー投資委員会若しくは関連する管区又は州委員会は、すべての是認申請を

評価し、本法律の目的、原則及び権利義務を考慮し、以下の基準を適用した上で、

是認を発行するかどうかを決定しなければならない。 

(a) 投資家がミャンマー国の法律に従って行動し、投資を実行していること。 

(b) 本法律第 37条に基づき是認申請の取得を必要とする投資であること。 

(c) 是認申請が本法律に従っていること。 

(d) 申請が本法律に規定された投資に含まれること。 

(e) 投資家に、是認による土地使用権又は免税若しくは減税のいずれか若しくは両

方を享受する資格があること。 

 

第 8章 

免税又は減税申請の提出と評価 

 

80. MIC許可若しくは是認を得た投資家、若しくは MIC許可又は是認の申請手続中の

投資家が本法律第 75条、第 77条、第 78条の免税又は減税を受けることを望む場

合、投資家は免税又は減税の申請を提出できる。 

81. MIC許可若しくは是認を得た投資家、若しくは MIC許可若しくは是認申請手続中

の投資家が、ミャンマー国への追加資本投資を行いたい場合、免税若しくは減税

は、その免税又は減税は、追加の資本投資分にのみ適用可能である。 

82. 免税若しくは減税の申請は、提案又は是認申請と共に提出することができる。本法

律第 77条及び第 78条に基づく免税又は減税の申請は、追加的に提出することもで

きる。投資家は、申請では、享受する免税又は減税を特定する必要がある。 
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83. 本法律第 75条（a）に基づく所得税免除の申請においては、減税又は免税の申請

に、本規則第 96条に従った計算によって算出される投資額の 65パーセントを超え

る額を投資し又は実行するゾーンを明示しなければならない。必要であれば、投資

家は他の情報も示さなければならない。 

84. 投資家が本法律第 77条（a）及び（d）に基づいて関税若しくはその他の国内税の

免税又は減税を申請している場合、以下を提供しなければならない。ただし、これ

はその他の情報の要求を制限する趣旨ではない。 

(a) 投資建設並びに投資準備のための機械、装置、機器、機械部品、スペアパーツ

並びに事業で使用する物品のリスト並びに現地では入手できない建設資材のリ

スト並びに 4桁の HSコード及び HSコードの章と物資の詳細 

(b) 投資家が関税及びその他の国内税を含む税の減免を望む輸入物資の合計額 

免税又は減税申請評価手続き 

85. 本規則第 80条に基づき免税又は減税の申請を受領した際、申請が不完全若しくは

基準に照らして不適格である、又は他の事情により承認に適さないと、ミャンマー

投資委員会が判断した場合、受理した日から 15営業日以内に申請を却下すること

ができる。 

ミャンマー投資委員会が申請を却下した場合、委員会事務局及び関連する管区又は

州委員会事務局は却下の日から 5日以内に却下の旨とその理由を投資家に通知しな

ければならない。申請が却下されない場合、受理したものとみなされる。 

86. 委員会事務局は、評価手続のどの段階でも、投資家に対して免税又は減税に関連す

る情報をさらに提供するよう要求することができる。投資家は、情報の提供を求め

られてから 20営業日以内又は委員会から承認されたさらなる延長期間内に、情報

を提供しなければならない。投資家が期限内に情報を提供しない場合は、委員会は

免税又は減税申請を却下できる。 

87. 受理後 30日以内に免税又は減税につき評価した後、ミャンマー投資委員会が承認

することを決定した場合、決定日から 10営業日以内に免税又は減税を発行する。

免税又は減税書の写しは関連省庁及び関連管区又は州政府に送付されるものとす

る。 

88. ミャンマー投資委員会は、投資家又は投資に関わっている子会社に対して免税又は

減税を付与することができる。 
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89. その他の本規則を制限することなく、免税又は減税の承認は、 

(a) 提案又は規定された投資に関して付与することができる。 

(b) 保証金の支払いを条件として付与することができる。 

(c) 所定の期間、付与することができる。 

(d) 全体又は一部において付与することができる。 

90. ミャンマー投資委員会は、免税又は減税申請手続の提出及び評価につきガイドライ

ンを発行することができる。 

免税又は減税評価基準 

91. 委員会は、本法律の目的、原則、権利及び義務に基づいて、投資が以下の基準に適

合するかを判断しなければならない。 

(a) ミャンマー国内の法律に従って行動し、投資を行っていること。 

(b) 免税又は減税の申請を本法律に従って行っていること。 

(c) 所得税の免除につき、すべての投資が奨励分野で行われること。 

(d) ミャンマー国内における追加資金及び追加資本の拠出額が 30万ドルを超える

こと。 

(e) MIC許可若しくは是認を取得した又は申請中であること。 

(f) 所得税免除申請の場合、ミャンマー投資委員会が定める告示で規定されたゾー

ン 1、2、3又はこれら複数にまたがって投資を行っていること。 

(g) 投資が、新たな雇用機会の創出及び熟練労働力の発達を支援すること。 

(h) 新たなテクノロジー又はビジネススキルをミャンマーにもたらすこと。 

(i) 投資が、ミャンマー国内における市場競争の強化、効率性若しくは生産性の向

上、サービス又はインフラの向上をもたらすこと。 

(j) 投資がミャンマーの輸出収入を増加させること。 

92. 免税又は減税の申請を評価する際に、ミャンマー投資委員会は、 

(a) すべての基準を考慮し、投資家及び提案が本規則第 91条（a）から（f）の必

須基準を満たすか、及び（g）から（j）のうちから最も関連する基準を満たす

かを決定しなければならない。 

(b) 必須基準が満たされているかどうか、及び関連する非必須基準が満たされてい

るかどうかを判断しなければならない。 
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(c) 申請された免税及び減税が国家予算の収入に与える影響を考慮しなければなら

ない。 

93. (a) ミャンマー投資委員会は、すべての若しくはいくつかの免税又は減税を付与

し、若しくは与えないことができる。また、投資家と関連者の間の投資に関し

て履行条件を含む制限を定め、免税又は減税の全体又は一部につき与え、又は

与えないことができる。 

(b) ミャンマー投資委員会が、本法律第 77条（a）及び（d）に従って投資家に対

する免税若しくは減税を与えた場合、免税若しくは減税が享受できる投資建設

期間又は投資準備期間を承認し通知しなければならない。 

94. ミャンマー投資委員会は、投資家又は関連者が、ここ 3年以内に、何らかの法律に

基づいて免税若しくは減税が与えられた当初の投資を中止若しくは大幅に削減した

場合、委員会は免税又は減税の付与を拒否することができる。 

95. 免税若しくは減税は、免税又は減税の享受を認められた投資にのみ適用される。そ

の投資家及びその子会社が行っているその他の事業又はその他の所得には適用され

ない。 

96. 投資家が複数のゾーンに投資を行う場合、 

(a) 投資価値の 65％以上が投資されたゾーンが投資場所とみなされる。 

(b) 投資の総価値の 65％を超える額が、 

1) ゾーン 1及びゾーン 2に投資されている場合、投資はゾーン 2で行われて

いるとみなされる。 

2) ゾーン 2及びゾーン 3に投資されている場合、投資はゾーン 3で行われて

いるとみなされる。 

3) ゾーン 1及びゾーン 3に投資されている場合、投資はゾーン 3で行われて

いるとみなされる。 

97. 本法律第 77条（b）に基づく関税の免税又は減税は、投資から得られると予想され

る収入の少なくとも 80％が、輸出から外貨で得られた場合にのみ与えられる。輸

出から外貨で得られると予想されるこの収入額を超えた収入について、案分計算に

基づいて与えられる。 

98. ミャンマー投資委員会は、外貨で稼得した投資からの輸出収入の割合に基づいて、

投資家が納付した関税の税額に比例する形で、本法律第 77条（c）に基づく支払い

済みの関税の払戻額を計算する。払戻は、評価年度終了時に、評価年度に支払われ
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た関税について適用することができる。払戻は、投資家が支払う将来の関税と相殺

する形で行うことができる。 

99. (a) 委員会は、以下の条件が満たされている場合、所得税の免税又は減税を与える

ことができる。 

1) 再投資された利益が、本法律第 78条（a）に基づく所得税免除が請求され

ている評価年度内に投資家が受け取った収益であること。 

2) 本法律第 78条（a）に基づく所得税免除が請求されている評価年度の次の

評価年度に利益再投資が発生していること。 

3) 本法律第 78条（a）に基づく所得税免除が請求されている評価年度につい

て支払われるべきすべての所得税及びその他の税金がすべて滞りなく支払

われていること。 

(b) 所得税の免税に関して、本法律第 78条（a）に従って再投資を行う場合、営業

費用の支払いは計算されない。 

(c) 投資建設期間中又は投資準備期間中に投資からの利益を再投資した場合には、

本法律第 78条（a）に基づく免税又は減税は受けることができない。 

(d) 本法律第 78条（a）に基づく免税又は減税を与えるに当たり、ミャンマー投資

委員会は、投資家が法律及び MIC許可、是認又は免税又は減税の条件を遵守

しているか否かを考慮しなければならない。考慮事項には再投資に対する免税

又は減税の効果及び利益も含まれる。 

(e) 本法律第 78条（a）に基づいて免税又は減税の申請をし、免除又は減税を受け

た関連年度内に再投資できなかった場合、本法律第 78条（a）に基づいた投資

家に対するさらなる免除又は控除は認められない 。 

100. ミャンマー投資委員会は、ミャンマー国の適用法に基づき許可される減価償却率又

はその 1.5倍（適時変更されうる）に等しい率で資産を減価償却する権利を投資家

に与えることができる。 

101. ミャンマー投資委員会は、以下の条件に従って、本法律第 78（c）条に基づいて、

評価可能な収益の最大 10％の研究開発費を控除する権利を投資家に付与すること

ができる。 

(a) 研究開発活動は MIC許可を受けた当該投資のみに充てられていること。 

(b) ミャンマーの経済発展のために研究開発が必要であること。 
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(c) 研究開発費は、ミャンマー国における適用可能な会計基準の下で認識されるこ

と。 

102. ミャンマー投資委員会は、ミャンマー国の利益のため必要と判断した場合には、評

価可能な収益の 10パーセントを超える調査開発費用への考慮などの免税若しくは

減税申請若しくは付与の額若しくは手続についての追加的な制限又は基準を設ける

ことができる。 

免税又は減税の適用及び承認に関連するその他の事項 

103. 本法律第 75条（a）に基づく所得税の免税又は減税が認められる場合、3年から 5

年の運用後には、ミャンマー投資委員会は、その投資価値の 65％以上が投資され

ているゾーンにおいて免税又は減税を再評価することができる。そのゾーンにおけ

る実際の投資価値が、免税又は減税の付与した時点とは異なる場合、ミャンマー投

資委員会は、本規則第 96条の方式に従って、免税又は減税を実際の投資が行われ

ているゾーンに合わせた形で修正することができる。再評価は遡及的に行われ、投

資家が再評価に基づいて適格であると判断された額よりも多くの免税又は減税を受

けていたことが判明した場合、この金額について納税義務が発生するものとみなさ

れ、次の評価年度において支払われることとなる。ただし、投資家が再評価に基づ

いて適格であると判断された額よりも少ない額の免税又は減税を受けていたことが

判明した場合は、調整は行われない。 

104. 本法律第 77条（d）に定める投資家による投資規模の拡大については、最初に提案

された資本投資の 80％が行われて初めて投資量が拡張されたものとみなされる。 

105. 投資家は、本法律第 77条（d）に従い、免税又は控除日から 2年以内に、投資の拡

大のための物資を、輸入しなければならない。投資家が同期間内に物資を輸入しな

い場合、免税又は減税は当然に無効となる。 

106. 本法律第 77条（a）に基づく物資の輸入は、投資建設期間又は投資準備期間中に行

われなければならない。これに従わない場合、免税又は減税は当然に終了する。 

107. 本規則第 146条（d）が適用される場合を除き、投資建設期間又は投資準備期間

は、商業運転の開始日に終了する。 

108. ミャンマー投資委員会によって事前承認が与えられた場合を除き、本法律第 77条

（a）及び（d）に基づく関税免除を含む免税又は減税が適用される輸入機械、装

置、機器、機械部品、スペアパーツ及び建設資材が投資の建設又は実施以外の目的
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のために使用されている場合は、投資家は輸入時に支払うべきすべての適用される

租税公課を納付しなければならない。ミャンマー投資委員会は本法律第 85条で規

定された行政罰を投資家に科すことができる。 

109. ミャンマー投資委員会は、本法律第 77条（a）及び（d）に基づく関税の免税又は

減税を付与する前に、輸入品が投資の建設及び実施に使用されるか否かを評価しな

ければならない。 

110. 関税の減免が本法律第 77条（b）に基づいて認められ、かつ評価年度内に外貨で実

際に獲得された輸出所得の割合が免税又は減税申請において述べられている予定額

より少ない場合、関税の減免は、 その期間の輸出実績に比例した免除額に減額さ

れ、投資家は免税又は減税に基づいて、余計に免除された関税の払い戻しを要求さ

れる。 

111. 投資家が、本法律第 78条（b）に基づいて、規定期間を下回る期間の減価償却率を

もって免税又は免税を享受する場合、その減価償却率は商業運転の開始年から使用

されるものとする。 

112. 投資家が、予定する資材を自身で輸入せず、人又は会社に本法律 77 条（a）及び

（d）に基づいて是認又は MIC許可を受けた投資のための資材を、代行輸入する権

限を与えた場合には、その代理人又は代理の会社につき述べ、ミャンマー投資委員

会に届け出た上で、承認を受けなければならない。 

113. 投資家は本法律第 75条及び第 78条に基づく免税又は減税の恩恵を受ける前に、内

国歳入局に対し、関連する評価年度の税額評価の受け入れを申請しなければならな

い。 

114. 本法律第 75条及び第 78条に基づく免税又は減税を享受した投資家の課税評価の

際、内国歳入局は、投資家が免税又は減税に関する法律の規定及び投資家に与えら

れた免税又は減税において規定された条件に反していないか審査することができ

る。 

115. ミャンマー投資委員会が MIC許可や税の減免に関する承認が詐欺的な行為又はそ

の他の誤解を招く行為によって得たものであると考えた場合、又は投資が実質的に

申請に従って行われていないと認める場合、ミャンマー投資委員会は承認を取り消

すことができる。他の関連法の適用を制限することなく、承認が取り消された投資

家は、付与された免税又は減税についてすべて払い戻さなければならない。 
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第 9章 

土地使用申請の提出及び評価 

 

116. MIC許可若しくは是認申請過程中又は既に MIC許可若しくは是認を得た投資家

は、投資のために土地使用申請を提出することができる。 

117. 土地権利申請においては少なくとも以下の事実が含まれなければならない。ミャン

マー投資委員会はその他の必要な事実を投資家に要求することができる。 

(a) 土地又は建物の面積、種類及び場所 

(b) 土地又は建物の所有者に関する情報 

(c) 管区若しくは州政府、政府部局又は政府機関から取得した、投資実施のための

土地使用方法の変更を承認する旨の推薦状、同様の文書又は許可 

(d) 投資家が、本法律第 65条（f）に従って、提案された土地の地形の重大な変更

又はかさ上げを要するか否か 

(e) 提案された土地の使用権の期間 

(f) 土地又は建物の賃貸借契約（ドラフト） 

土地使用申請評価手続 

118. ミャンマー投資委員会は、 

(a) 管区又は州委員会に土地使用申請の評価を委任することができる。 

(b) 委員会事務局又はその目的で組織された管区若しくは州委員会事務局の少なく

ともディレクターレベルのオフィサー又はミャンマー投資委員会のオフィサー

らにその権限を委任し、土地使用申請の評価をさせることができる。 

119. 本規則第 116条に基づいて提出された土地使用申請を受領した際、ミャンマー投資

委員会又は関連する管区若しくは州委員会は、申請が不完全である、要件に照らし

て非適格である、又はその他の事情に基づいて承認に適さないと判断した場合、土

地使用申請受理日から 15営業日以内に申請を却下することができる。却下した場

合、委員会事務局又関連する管区若しくは州委員会事務局は、却下日から 5営業日

以内に、投資家に対し、却下の旨及び却下理由の説明を通知しなければならない。

却下しない場合、申請は受理されたものとみなされる。 
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120. (a) ミャンマー投資委員会による受理日から 30日以内に評価した後、承認するこ

とを決定した場合は、決定日から 10営業日以内に土地使用権を発行するもの

とする。 

(b) 管区又は州委員会による受理日から 30日以内に評価した後、承認することを

決定した場合は、決定日から 10営業日以内に土地使用権を発行するものとす

る。 

(c) ミャンマー委員会、管区又は州委員会は、土地使用権利書の写しを、関連する

連邦省庁及び管区又は州政府に送付するものとする。 

121. 委員会事務局及び管区又は州委員会事務局は、手続のどの段階においても、土地使

用権に関連する投資家からの追加情報を要求することができる。 

122. 投資家が、本規則第 121条に基づいて要求された情報を、要求した日から 20営業

日内又はミャンマー投資委員会によって認められた期間内に提供しなかった場合、

土地使用申請を却下することができる。申請が却下された場合、土地使用権の取得

を希望する投資家は、土地使用申請を再提出しなければならない。 

123. ミャンマー投資委員会は、投資家又はその子会社に土地使用権の許可を与えること

ができる。 

124. ミャンマー投資委員会、管区又は州委員会は、本規則第 126条に基づく土地使用権

評価の基準に従い行われた評価、審査及び決定を保持しなければならない。 

125. ミャンマー投資委員会は、土地使用申請及び評価手続に関する必要なガイドライン

を発行することができる。 

土地使用権評価基準 

126. ミャンマー投資委員会は、本法律の目的、原則、権利及び義務を含む以下の基準に

合致するかを考慮した上で、土地使用権を発行するかどうかを決定しなければなら

ない。 

(a) ミャンマー国の法律に従って行動し、投資を行っていること。 

(b) 本法律に従った土地権利申請の提出 

(c) 投資家が当該投資に関して MIC許可又は是認を取得し又は取得中であるこ

と。 
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(d) 提案されている土地が、現時点又は土地使用権の変更又は同様の法的手続き時

点において、適用法に基づいて投資家がその投資目的のために利用できる土地

であること。 

(e) 投資家によって提案された土地の地形の重大な変更又はかさ上げの必要又は提

案された土地の地形の変更及びかさ上げの可能性が高いこと及びそのような変

更による環境への重大な悪影響が生じる場合、その影響を適切に緩和すること

ができないこと。 

127. 本規則第 126条に従って土地使用申請を評価するにあたり、ミャンマー投資委員会

は基準が満たされているか否かを決定しなければならない。 

128. ミャンマー投資委員会は、申請された土地使用権の全部若しくは一部を与え、又は

与えないことができる。 

土地使用権の発行に関連するその他の事項 

129. 適用法及びミャンマー投資委員会が定める条件に基づいて、土地使用権をミャンマ

ー投資委員会から取得した場合には、投資家は土地使用権の享受を開始することが

できる。権限を与えられた関連機関は、本規則を実施しなければならない。 

130. 投資に合わせて又は同様の法的手続きを履行するために、土地使用権を変更する必

要がある場合は、投資家は、土地使用方法変更のために、法律に従った変更手続き

を実施しなければならない。 

131. 投資家が、関連事業を行うために、工業ゾーン、ホテルゾーン、トレーディングゾ

ーンなどの関連ビジネスゾーンの土地の使用申請を行った場合、ミャンマー投資委

員会又は管区若しくは州委員会は、なんらの推薦又は承認を得ることなく、直接に

投資家に対して土地使用権を許可することができる。 

132. 規定のゾーンに位置しない土地の主要な目的が、提案された投資の種類と一致しな

い場合は、ミャンマー投資委員会は関連する管区又は州政府の推薦を求めなければ

ならない。関連する管区又は州政府が、提案された投資は当該土地で行うのに適し

ていると考えた場合は、ミャンマー投資委員会は、土地の目的にも関わらず、投資

家に土地の使用を許可することができる。もっとも、そのような許可の付与は、適

用法上の義務の免除とはみなされない。 

133. 投資が実行される土地の所有権を提出する場合、投資家が所有又はリースする土地

が現所有者の名義ではない時は、土地所有者は、その土地所有権についての信頼で
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きる証拠及び書類を提出する権利を有する。ミャンマー投資委員会は、提出された

証拠及び書類により真の所有権が存するものと合理的に判断した場合には、かかる

提出を受理するものとする。当該土地が投資を実施するために利用権付与申請手続

中の場合、その証拠が提出されなければならない。 

134. 以下の投資家は、本法律第 50条に関連する提出を通じて土地使用権をミャンマー

投資委員会から取得することを求められない。 

(a) ミャンマー投資家 

(b) 外国投資家と取引した後もミャンマー会社としての地位を維持している会社に

投資することを法律に基づいて認められた投資家 

135. 投資家が、土地又は建物につき利害を有する当局の承認のもと、以下の状況にある

他の投資家から、これをサブリースし、その投資の一部として実行しようとする場

合、個別の土地使用権利の申請をすることは求められない。この場合、投資家は規

定の形式によりミャンマー投資委員会に通知しなければならず、その後は、本法律

第 50条に従った長期の土地又は建物のリースをすることができるが、登記義務及

びその他適用法に従わなければならない。 

(a) 以前から土地又は建物の使用権を有している。 

(b) 土地使用権の条件を遵守している。 

(c) 土地使用権及び土地又は建物に利害を有する政府部局及び政府機関の承認に従

って、土地又は建物をサブリースする権利を有している。 

 

第 10章 

許可、是認、免税及び減税及び土地使用権に関する事項 

 

136. 投資家が申請した場合、ミャンマー投資委員会は、他の規則を制限することなく、

以下の事項を行うことができる。 

(a) 法律に基づいて付与された MIC許可、是認、免税及び減税又は土地使用権を

投資家の合意を得た上で変更する。 

(b) MIC許可、是認、免税及び減税又は土地使用権の条件を投資家の合意を得た上

で変更又は追加する。 

(c) MIC許可、是認、免税及び減税又は土地使用権の条件を投資家の合意を得た上

で取り消す。 
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137. 投資家は、許可、是認、免税及び減税又は土地使用権の変更又はそれらの条件の変

更のために、ミャンマー投資委員会に対し、申請手数料を支払って申請書を提出す

ることができる。 

138. 以下の事実は、許可、是認、免税及び減税又は土地使用権に記載されているかを問

わず、すべての MIC許可、是認、免税及び減税、又は土地使用権の条件である。 

(a) 投資家がミャンマー投資委員会に申請を提出する際に述べられている情報は正

確でなければならない。 

(b) その遵守が合理的に免除されない限り、それぞれの投資家及び申請者は、申請

を補助するために提出したプレゼンテーション及び計画に従わなければならな

い。 

(c) MIC許可、是認、免税及び減税又は土地使用権は、すべての適用法を遵守し続

けることを条件として与えられる。 

 

第 11章 

免税及び減税の申請者の基準 

 

139. 投資建設期間又は投資準備期間は、関連する政府部局又は政府機関が投資建設又は

準備を承認した日から起算するものとする。投資家は、その承認書の写しを、受領

日後 10営業日以内に、ミャンマー投資委員会に提出しなければならない。 

140. 投資家は、投資建設期間、投資準備期間又は延長を受けた場合にはその延長期間内

に建設工程を完了しなければならない。完了後 30日以内にミャンマー投資委員会

に建設完了の旨を通知しなければならない。投資家は、投資建設期間又は投資準備

期間の終了後に製造又はサービスの提供を開始しなければならない。 

141. 合理的な理由により、定められた投資建設期間又は投資準備期間内に、建設又は準

備活動が完了しない場合は、投資家は、当初に定められた投資建設期間若しくは投

資準備期間の有効期限の少なくとも 30日前に、ミャンマー投資委員会に、投資建

設期間又は投資準備期間の延長を、遅延した理由を付してミャンマー投資委員会に

申請するものとする。 投資家が投資建設期間又は投資準備期間の延長を請求した

場合、ミャンマー投資委員会は、延長を妥当とする事情の調査に基づき、当初に許

可された投資建設期間又は投資準備期間の 50％以下の期間を限度に、投資建設期

間又は投資準備期間の延長を認めることができる。 
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142. 自然災害、政情不安、暴動、ストライキ、国家緊急事態、武力衝突、反乱、戦争の

発生を含む不可抗力の場合及びミャンマー投資委員会が合理的根拠により承認した

場合を除いて、2回を超える投資建設期間又は投資準備期間の延長は認められな

い。 

143. 投資建設期間又は投資準備期間は、商業規模の石油、ガス及び鉱物の探査、抽出、

改質及び生産操業に関する調査及び実現可能性調査に関しては、ミャンマー投資委

員会の MIC許可を得て締結さた契約の条件に従って、定められなければならな

い。 

144. ミャンマー投資委員会は、建設行為が当初の投資建設期間、投資準備期間又は延長

期間内に完了しない場合、投資家に発行された MIC許可を撤回するものとする。

投資家は、MIC許可の撤回を理由として、投資家に対する損害賠償、補償その他

の金銭の支払いを求める権利その他の権利を持たない。 

145. 投資建設期間若しくは投資準備期間の延長が認められる場合には、投資家は投資建

設又は投資準備を延長期間内に完了しなければならない。 投資家は、投資建設又

は投資準備が終了してから 30日以内にミャンマー投資委員会に通知しなければな

らない。 

146. 製造業又はサービス業の商業運転の開始日は、以下に従い決定されなければならな

い。 

(a) 船荷証券、空輸引換証又は国際貿易で使用される製造業の輸出のための同種の

書面に指定された日付。なお、その日付は投資建設期間又は投資準備期間満了

日から 180日を超えてはならない。 

(b) 製造業において初めて現地での販売から収入が得られた日。なお、その日付は

投資建設期間又は投資準備期間満了日から 90日を超えてはならない。 

(c) サービス業の開始日。なお、その日付は投資建設期間又は投資準備期間満了日

から 90日を超えてはならない。 

(d) 投資建設期間中又は投資準備期間中に投資により収益が上がる場合、課税可能

な所得が稼得された日を商業運転の開始日とみなすことができる。商業運転の

開始日の決定があっても、それによってミャンマー投資委員会の承認のもと本

法律第 77条（a）及び（d）に基づいて受けられる租税優遇措置が損なわれる

ことはない。 
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147. 投資家は免税又は減税を受けた後、すべての勘定、領収書、記録、帳簿その他の書

類、コンピューターの記録その他の電子取引記録を以下の期間、保存しなければな

らない。 

(a) 7年間 

(b) あるいは、その他の適用法で規定する期間又は前記 2つの期間のうち投資家が

免税又は減税を受けた評価年度の次の年から数えて長い期間 

 

第 12章 

ミャンマー投資委員会の報告書 

 

148. ミャンマー投資委員会は毎年、本法律第 24条（g）に従い、連邦政府を通じて連邦

議会にミャンマー投資委員会が許可した投資事業の完了及び進行状況を報告するも

のとする。ミャンマー投資委員会は、年次投資報告書が連邦議会に提出されてから

20営業日以内に、ミャンマー語及び英語で作成した報告書の要約を公表するもの

とする。年次報告書には以下の内容が含まれる。 

(a) 投資の動向 

(b) 投資監視課、投資支援委員会及びワンストップサービスの活動要旨を含むミャ

ンマー投資委員会の主な活動 

(c) 投資家からの苦情の解決概要 

(d) 投資家に科せられたすべての行政罰のリスト 

 

第 13章 

提案評価チーム 

 

149. ミャンマー投資委員会は、申請を評価するにあたり、ミャンマー投資委員会を支援

するために、各省庁、関連政府部局及び政府機関の職員から成る提案評価チームを

告示によって組織し、当該チームに任務を割り当てなければならない。 

150. ミャンマー投資委員会の事務局長又は投資企業管理局の副局長は、提案評価チーム

のリーダーとして行動しなければならない。当該チームリーダーは、提案評価チー

ムを効率的に機能させるために必要なガイドラインを発行することができる。 
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第 14章 

管区又は州委員会 

 

151. ミャンマー投資委員会は、連邦政府の承認を得て最大 7名かつ奇数の委員による管

区又は州委員会を結成しなければならない。 

(a) 委員長は、管区又は州の首長が任命される。 

(b) 事務局長は、管区又は州委員会の事務局の局長が任命される。 

(c) 管区若しくは州大臣又はその他政府部局若しくは政府機関の中から適切な人材

が、管区又は州委員会の委員長により、委員として任命される。 

152. ミャンマー投資委員会は、管区又は州の中でなされる投資を評価するための手続を

発行しなければならない。 

153. 管区又は州の中での投資を評価するにあたり、管区又は州委員会は、本法律、本規

則及び本規則第 152条に基づいて発行された手続を遵守しなければならない。 

154. 管区又は州委員会の委員長が辞任したい場合、委員長は、ミャンマー投資委員会の

委員長の承認を得て、任期中に自発的に辞任することができる。 

155. 告示によってミャンマー投資委員会が規定した金額に達する投資がなされる場合、

管区又は州委員会の任務及び権限は、以下のとおりである。 

(a) 提案評価手続に従って提案を評価し、MIC 許可の発行のために、ミャンマー投

資委員会に対し、提案を承認するべきか否かを推薦する 

(b) 是認申請評価手続きに基づいて是認申請を評価し、是認を発する。 

(c) MIC許可又は是認取得後、法律及び規則に従って投資を監視すること。 

156. 、以下の条件を充足する場合には、ミャンマー投資委員会のみが、提案又は是認の

申請を評価しなければならない。 

(a) 複数の管区又は州において投資する場合。 

(b) 本法律第 42条（d）及び第 17条に基づく告示による制限付き投資を、関連省

庁の承認を得て行う場合。 

157. 投資家は、本規則第 155条に従って管区若しくは州委員会が是認を発行することが

できる投資に関して、管区又は州委員会とは別にミャンマー投資委員会に是認申請

を提出することもできる。 

158. ミャンマー投資委員会は、 
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(a) 是認及び土地使用申請の許可を管区又は州委員会に委任できる。 

(b) 是認申請及び土地使用申請の評価権限を、委員会事務局のディレクター以上の

レベルのあらゆるオフィサー、かかる目的で組織された管区若しくは州委員会

のオフィサー又はミャンマー投資委員会のオフィサーに委任することができ

る。 

 

第 15章 

第三者サービスプロバイダーの利用 

 

159. 本法律第 25条（j）に従い、ミャンマー投資委員会は、独立した請負人、アドバイ

ザー又は第三者サービスプロバイダーを、本法律及び本規則が定めるミャンマー投

資委員会の職務及び機能を行う上で、ミャンマー投資委員会を補助する目的で、関

与させることができる。ただし、ミャンマー投資委員会はそのいかなる権限もその

ような独立した請負人、アドバイザー又は第三者サービスプロバイダーに委譲して

はならない。 

 

第 16章 

ワンストップサービス 

 

160. 以下の事項に関して、ワンストップサービスは、関係政府部局により組織され、実

施される。 

(a) 投資の実施について投資家にガイドラインを与えること。 

(b) 投資を実施するにあたり、適用法に基づいて提出が要求される申請を、政府部

局又は政府機関の代わりに受領すること。 

(c) 本法律第 48条（a）に基づく、政府部局及び政府機関によりなされたすべての

措置又は決定に関する情報請求を受けること。 

(d) 投資支援委員会による苦情解決及び投資家支援を援助すること。 

(e) 投資監視課の支援 

161. ワンストップサービスに提出された申請が関係申請又はその他の申請過程の全ての

条件を充足する場合、適法に提出されたものとみなされる。関係政府部局及び政府



（仮和訳） 
 

33 
 

機関は、以下の申請又はその他のワンストップサービスへの申請の不受理又は却下

決定をすることができる。 

(a) 関係政府部局又は政府機関に対し手数料の納付又は他の種類の担保の付与を必

要とする申請又は提出 

(b) 要件に反する又は要件を満たさない申請又は提出 

(c) 申請又は提出を評価する権限を有する政府部局及び政府機関の職員が任命され

ていない場合 

162. ワンストップサービスチームは、本規則第 160条（c）に基づき投資家により要求

された全ての情報について、関連政府部局及び政府機関に対し、書面で情報提供を

要求しなければならない。当該政府部局及び政府機関は、15営業日以内に書面で

回答しなければならない。 

163. ワンストップサービスは、以下の政府部局及び政府機関又はこれらの後継機関の権

限のあるオフィサーによって構成されるチームにより実施されるものとする。 

(a) 投資企業管理局 

(b) 貿易局 

(c) 関税局 

(d) 内国歳入局 

(e) 家畜繁殖獣医局 

(f) 水産局 

(g) 農業局 

(h) 環境保全局 

(i) 鉱山局 

(j) 移民国民登録局 

(k) 労働局 

(l) 産業監督検査局 

(m) 都市住宅開発局 

(n) ホテル観光局 

(o) ヤンゴン電力供給社 

(p) 随時ミャンマー投資委員会が決定したその他の部局 
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164. ミャンマー投資委員会の事務局長は、副局長にワンストップサービスセンターの運

営を委任するものとする。ミャンマー投資委員会の事務局長は、ワンストップサー

ビスセンターの措置についての命令及び指示を発行するものとする。 

 

第 17章 

投資支援委員会 

 

165. 本法律第 27条に基づいて、ミャンマー投資委員会は、以下の義務を果たすのに適

切な者で構成する投資支援委員会を設置することができる。 

(a) 適用法に従って投資を効果的に実施するために、他の政府部局及び政府機関と

協力すること。 

(b) 本規則第 170条に基づく通知を受理すること。 

(c) ミャンマー投資委員会の許可のもとで行われた投資プロジェクトにより影響を

受けた人からの苦情を受理すること。 

(d) 必要であれば、投資家及び苦情を申し立てた者、その他影響を受けた人又はミ

ャンマー投資委員会の許可をもとで行われた投資による損害に関連する関係者

との間で支援を行うこと。 

(e) 上記（c）による苦情を投資監視課並びに関連政府部局及び政府機関に通知す

ること。 

(f) 本法律第 25条（n）、第 82条及び第 83条に従い、苦情又は紛争解決のメカニ

ズムの構築及び運営を支援すること。 

166. 投資支援委員会は、以下の職務を遂行する権利を有する。 

(a) 必要と判断した場合、苦情又は紛争に関する情報の提出を要求すること。 

(b) 上記（a）に基づき提出される情報を受領するまで、苦情又は紛争の対象とな

っている活動の実施を停止させること。 

(c) ワンストップサービスを実施する部局からの援助の要請 

(d) 投資家から申請を受領した後、苦情又は紛争の事実関係や性質の説明、適用法

に従った効果的な解決方法についての助言を含めて、関係政府部局及び政府機

関と相談すること。 
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(e) 苦情又は紛争を解決する効率的な方法を発見するために、投資家が関係政府部

局及び政府機関の責任者との会合を要求した場合、政府部局、政府機関及び投

資家の会合を設定すること。 

(f) 本法律第 83条に従い、投資に関して生じた投資家とミャンマー国間又は投資

家同士間の苦情又は紛争を、法廷又は仲裁廷に提訴する前に、必要があれば、

効率的な和解を目的として、政府部局及び政府機関を監督する担当省庁の大臣

と協議を、ミャンマー投資委員会委員長に提案すること。 

(g) ミャンマー国の司法省長官又は外部の専門家に対し、苦情又は紛争について法

的助言を求めること。 

167. ミャンマー投資委員会は、移行期間の終了前に、以下の問題に関連する紛争を解決

するための詳細な手続きを定めなければならない。 

(a) 本法律第 52条及び第 53条に基づいて支払われるべき補償額の決定及び本法律

第 55条に基づく調査 

(b) 投資に関して生じたミャンマー国及び投資家との間又は投資家同士の間の紛争

を、本法律第 83条に従って、友好的に解決するための、投資家による適当な

試みの実施 

168. 連邦政府は、本規則第 167条の手続きが終わるまで、本法律第 14章で言及されて

いる請求の決定を延期しなければならない。 

169. 本法律第 82条の苦情処理の仕組みに従って、定められる手続を実施するにあたっ

て、ミャンマー投資委員会は、本法律第 83条に従って紛争解決を処理する機関を

設置した後は、投資支援委員会の代わりに、その機関に行わせることができる。 

 

第 18章 

投資家の紛争 

 

170. 投資家は、以下の事項に関して苦情又は紛争が生じた場合には、投資支援委員会に

通知しなければならない。 

(a) 政府部局及び政府機関の投資に関する決定が間違ってなされたこと。 

(b) MIC許可及びライセンスの取得、登録又は承認取得の申請が、政府部局及び政

府機関によって、誤って却下されたこと。 

(c) 法的権利、保護又は承認が無効とされたこと。 
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171. 本規則第 170条に基づいて提出される通知は、以下のとおり提出されなければなら

ない。 

(a) 書面で行うこと。 

(b) ミャンマー語で記載すること又は、希望する場合は、ミャンマー語と英語の両

言語で記載すること。 

(c) 申請者が署名すること。 

(d) 申請者は、関連する申請について手数料を支払うこと。 

(e) 必要書類を添付すること。 

172. 投資支援委員会は、要件を充足しない通知の受領を拒否することができ、その場

合、投資家に通知しなければならない。 

173. 投資家は、以下の行為を実施した後、本法律第 83条に基づいて、ミャンマー国と

投資家との間の投資紛争につき、裁判所又は仲裁廷に、訴え出ることができる。 

(a) 本規則第 170条に基づく通知の提出 

(b) 本規則及び通知に基づいて紛争の友好的解決のために定められた手続きの実施 

 

174. 投資家は、投資家間で生じた投資紛争を、投資家同士で決定した合意及び条件に従

って友好的に解決しなければならない。和解に至らない場合、投資家は、投資紛争

について、裁判所又は仲裁廷に訴え出ることができる。 

 

第 19章 

投資監視課 

 

175. 投資監視課は、主に以下の役割を担う責任を有する。 

(a) MIC許可、是認、免税若しくは減税又は土地使用権の変更届の受領 

(b) 投資に関する他の承認を取得するために、MIC許可又は是認を取得した投資家

が行う申請の受領 

(c) 投資家が提出する報告書の受領 

(d) ミャンマー投資委員会の許可を受けて実施している投資プロジェクトによって

影響を受けた人からの苦情を投資支援委員会を通じて受領すること。 

(e) 投資家が、法律を遵守しているかどうかの調査 
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(f) 投資家が、本法律第 65条に規定する義務を果たしているのか否かを調査する

計画を作成すること。 

(g) 本法律第 85条に基づき行政罰を科すことをミャンマー投資委員会に提案する

こと。 

(h) 政府部局及び政府機関が投資家に関する必要な情報を収集する際に支援するこ

と。 

(i) 投資家が本法律を遵守していない旨の情報を受領すること。 

176. 本法律に基づき、取得した MIC許可に規定される投資家の義務の遵守を確実にす

べく、投資家及び投資を調査することが、投資監視課の役割である。 

177. 投資家が、MIC許可の変更又は追加の承認取得を望む場合、投資家は本法律及び

本規則に規定されている基準と手続きに従って申請を提出しなければならない。 

178. ミャンマー投資委員会に対して、投資家に本法律第 85条に基づく行政罰を科すべ

きか否かについて推薦するときは、投資監督課は、以下の事実を含む報告書を提出

しなければならない。 

(a) 法律又は MIC許可の条件に違反する投資家の作為又は不作為 

(b) 法律又は MIC許可の条件の違反を調査するために投資支援委員会が取った手

順 

(c) 投資家に法律違反を通知するか否か 

(d) 投資家に法律又は MIC許可の条件違反を是正するよう要請がなされたか否か 

(e) 投資家が以前に法律又は MIC許可の条件に違反していたか否か、又は過去に

行政罰を科されたことがあるか否か。 

(f) 投資家が、法律違反の是正要求に従い何等かの行動を取ったか否か。 

(g) 推薦する行政罰が違反状況と比例していることの説明。 

(h) 科される行政罰が、他の類似する状況下で科された行政罰と均衡を保っている

ことの確認 

179. 条件の不履行を理由としてミャンマー投資委員会が発する行政罰を提案するのは、

投資監視課の職務である。この職務は、他の関連する政府部局及び政府機関が、法

律違反に対して、措置を行うことを排除するものではない。施行される適用法は、

政府部局及び政府機関が管轄する。ミャンマー投資委員会は、規則を策定し規律を

維持するために、他の政府部局及び政府機関と投資家に関する情報を共有すること

ができる。 
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180. 投資監視課は、本規則第 175条（h）に従う支援に際して、投資家又は投資から得

た情報を政府部局及び政府機関に提供することができる。投資監視課は、投資家に

対し、本規則第 175条の目的のために、情報提供を要求することができる。 

181. 投資監視課は、政府部局、政府機関及びワンストップサービスに参加している部局

に現地調査などの必要な支援を要求することができる。関係政府部局及び政府機関

は、必要な情報と支援を提供しなければならない。 

182. 投資監視課は、投資家に対し、追加情報を要求することができ、投資を評価するた

めの現地調査を実施することができる。 

183. 投資監視課は、本法律第 48条（a）に基づき、なされた職務遂行又は決定に関する

情報提供を、関係政府部局及び政府機関に書面で要求し、その情報を受領すること

ができる。その関係政府部局及び政府機関は、15営業日以内に書面で応答しなけ

ればならない。 

184. 投資監視課が、以下の目的のために必要であると判断した場合、通知の送付によ

り、投資家に対し、情報又は証拠の提出を要求することができる。 

(a) 法律及び MIC許可の条件を遵守しているか否かを監視する目的。 

(b) 提出物及び付随する文書に含まれている情報を確認する目的。 

(c) ミャンマー国内で実施されている投資に関連する統計情報を収集する目的。 

185. 本規則第 184条に基づく要求に際しては、投資監視課は、法律及び規則に規定され

た目的のためにのみ、かつ、ミャンマー投資委員会の義務を遂行するのに必要な限

度で、要求をなさなければならない。投資家は不必要な情報の開示を要求されるこ

とはないが、ミャンマー投資委員会が指定した期限内に情報を提出しなければなら

ない。 

 

第 20章 

投資家の責任 

 

186. 本法律第 65条（h）に基づいて保存される記録及び情報は、会社及び税に関する法

律に基いて保存すべき財務記録及び情報であり、それらの法律に定められた基準に

従って保存されなければならない。 
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187. 本法律第 65条（p）に基づく査察を行うミャンマー投資委員会の権限には、投資に

関連する記録を検査し、投資家の取締役、経営陣又は従業員を取り調べる権限を含

む。 

188. 投資家が法律に違反していると判断する合理的な理由があるときは、ミャンマー投

資委員会は、当該投資家に対し、本規則第 187条に基づく調査に先立って、調査を

行う旨の通知をしなければならない。 

189. 環境及び社会的影響評価を必要とする投資家は、MIC許可を得た後、必要とされ

る環境及び社会的影響評価の履行を、事業遂行の過程で、ミャンマー投資委員会に

届け出なければならない。 

190. 本法律第 65条（q）が適用される投資家は、初期環境影響評価の実施確認書を提出

し、環境保全法、規則及び環境影響評価の手続きに従って環境影響評価について報

告し、適用される環境保全の認可を得、環境マネジメントプログラムを遂行しなけ

ればならない。ミャンマー投資委員会は、その遵守の状況により投資を継続させる

か否かを決定しなければならない。 

191. 本法律第 72条に基づいて、直接的又は間接的な株式又は事業の移転をする場合、

投資家がその関連法人でない者に移転を行うときは、以下の事項について、ミャン

マー投資委員会の事前の承認を得なければならない。 

(a) 投資家に対する所有権又は支配権の過半数の取得及び移転 

(b) 投資家の資産の 50％以上の取得及び移転 

192. 本規則第 191条に基づいて提案された株式又は事業の譲受人は、移転された事業の

MIC許可に含まれる投資以外の活動を行ってはならない。 

193. 本規則第 191条に基づきミャンマー投資委員会に事前承認を申請するにあたり、投

資家は、投資家による実施を予定している提案対象の活動、譲受人として提案され

ている者が本規則第 64条（d）、（e）、（f）及び（g）に規定される条件を充足

すること及び MIC許可の条件を遵守することの誓約を含む申請を提出しなければ

ならない。 

194. 申請が本規則第 193条の要件を充足するとき又は移転がミャンマー国の利益に影響

を与えないときは、ミャンマー投資委員会は承認を付与することができる。 

195. 投資家の提出物を検討する際、ミャンマー投資委員会は、関係する政府部局及び政

府機関と協議し、情報を共有することができる。 
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196. MIC許可又は免税及び減税を受けた投資家は、会計年度の終了から 3ヶ月以内

に、所定の形式を使用して、以下の事項の詳細を含む詳細な年次報告書をミャンマ

ー投資委員会に提出しなければならない。 

(a) 投資の実施の進捗状況 

(b) 申請書記載の実施中の投資についての以下の重要な変更 

1) 投資額及び資本投資の額の変更の有無 

2) 投資家及び株主又は投資の受益者の変更の有無 

3) 投資の雇用状況 

4) 投資が環境及び地域社会に与える影響 

5) 土地使用権及び土地の変更の有無又はその投資における土地の使用法 

(c) 投資及び投資家が本法律第 3条の目的をどのように支持しているのか 

(d) 投資家が MIC許可の条件を遵守していること、及び、遵守していない場合は

不遵守の理由 

(e) 直前の年次報告書の承認又は提出日以降に投資家が受けたビジネスライセン

ス、MIC許可及び承認 

(f) 投資がどのようにして、責任を持ちかつ持続可能な形での貢献を伴って行われ

ているか 

(g) 投資家が、免税及び減税を受けている場合 

1) 1年間のうちの、免税若しくは減税の予想価値又は実際に投資家が受けた

免税若しくは減税の価値及び免税又は減税の種類 

2) 本規則に従った免税又は減税の再計算及び補填又はそのような再計算及び

補填が不要であることの確認 

3) 投資家が本法律第 75条に基いて免税を受けた場合、適用される投資ゾー

ンの確認 

4) 投資の輸出収益 

(h) 投資家の監査済財務諸表 

(i) ミャンマー投資委員会が定めるその他の事項 

 

197. 投資家は、ミャンマー投資委員会の MIC許可の運用期間中、ミャンマー投資委員

会が規定する形式で、四半期ごとに事業報告書を提出しなければならない。 
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198. 投資家は、本法律第 72条に基づき、サブリース又は土地使用権に対する抵当権

（mortgage）設定、株式又は事業の移転に関する情報を事業報告書に記載しなけれ

ばならない。 

199. 投資家は、本規則第 196条に基づいて提出された報告書の要約を、国民に知らしめ

るために、提出日から 3日以内に、投資家のウェブサイト又はミャンマー投資委員

会のウェブサイトで、公表しなければならない。報告書の要約が投資家のウェブサ

イトで公表される場合、ウェブサイトのアドレスはミャンマー投資委員会に通知さ

れなければならない。 

200. 土地使用権を取得した投資家は、 

（a）土地使用権に関する土地又は建物の賃貸借契約締結を完了し、その詳細をミ

ャンマー投資委員会に届け出なければならない。 

（b）土地使用権に関係する土地又は建物の賃貸借契約の期間が延長された場合、

その詳細についてミャンマー投資委員会に提出しなければならない。 

（c）土地使用権に関する土地使用方法の変更に関して、関連する政府部局及び政

府機関から承認を得て、ミャンマー投資委員会に関連書類の写しを提出しなければ

ならない。 

201. ミャンマー投資委員会は、全ての投資分野又は特定の投資分野につき、投資家によ

って定期的又は一時的に提供されるべきその他の報告の要件を、必要であると考え

るような形で定めることができる。 

202. 投資家は、投資を遂行するにあたり、MIC許可の条件及びその他の適用法を遵守

しなければならない。 

203. 投資家は、投資計画によって影響を受けた者に対する関係政府部局及び政府機関の

交渉プロセスを十分に支援しなければならない。 

204. 本法律に基づく投資家の責任は、本規則又はそれに続く修正規則若しくは告示で明

記されているものを除いて、ミャンマー国の法律で規定された範囲内でのみ適用さ

れるものとする。ミャンマー国のその他の法律に反しない限り、投資家が追加的責

任を課せられることはない。 

205. 本法律第 69条及び第 70条は、投資家による関連契約締結前に、最初に得た MIC

許可又は是認に関する契約にのみ適用される。当該規定は、通常の投資形成業務又

は投資実行業務を遂行する上で締結される契約には適用されない。当該規定の適用
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対象である契約は、MIC許可、是認又は延長若しくは修正の承認に従って、締結

されなければならない。 

206. 投資家が、本法律第 51条（a）に基づいて、上級管理職、技術若しくは経営専門家

又はアドバイザーとして外国人専門家を任命したい場合、投資家は、そのような外

国人のパスポート、専門性又は学位の証明書及び略歴を添付し、申請をミャンマー

投資委員会に提出し、承認を得なければならない。 

 

第 21章 

資金の移転 

 

207. 本規則、それに続く補助的規則又は告示に明示的に記載されている場合を除いて、

本法律第 57条、第 59条及び第 61条に基づいて投資家が負う義務は、ミャンマー

国の法律の範囲内でのみ適用される。これらの規定は、その他の法律と矛盾するも

のではなく、追加の義務を投資家に課すものではない。 

208. 配当の送金も、本法律第 58条定められた資金の移転に関してミャンマー国民投資

家が享受できる権利に含まれている。 

209. 以下の状況が生じた場合、本法律第 59条を制限することなく、外国投資家は、納

税義務に関する全ての情報、予定された資金移動及び行われる予定の方法の記載を

含む申請書を、ミャンマー投資委員会に提出し、承認を得なければならない。 

(a) 本法律第 56条（c）、（e）及び（f）で言及されている種類の資金を移動しよ

うとする場合 

(b) ミャンマー国内において、未払いの納税義務がある場合又は争いのある若しく

は争いになる可能性の高い債務が未履行である場合。 

210. ミャンマー投資委員会は、本規則第 209条に定める状況下での移動がミャンマー国

の利益に反しないと認めるときは、承認を発行しなければならない。投資家の提出

物を検討する際には、ミャンマー投資委員会は、他の関係する政府部局及び政府機

関と協議し、情報を共有することができる。 

211. 本法律第 60条で言及されている法的許可とは、ある者がミャンマー国内において

所得を得又は事業を行うことを許可する関係政府部局又は政府機関によって発行さ

れたあらゆる許認可を意味する。 
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第 22章 

保険 

 

212. MIC許可又は免税及び減税を受けた投資家は、その事業の性質を考慮して、ミャ

ンマー国で保険業を行うことができる保険会社と、以下のような種類の保険の内の

関連する保険に加入しなければならない。 

(a) 財産及び事業中断保険 

(b) エンジニアリング保険 

(c) 専門職業責任保険 

(d) 身体傷害保険 

(e) 海上保険 

(f) 労働者災害補償保険 

213. この規則は、その他の適用法で要求される保険証券によるその他の保険契約を締結

すべき投資家の義務を制限するものではない。 

 

第 23章 

サービス料の決定 

 

214. 本法律第 26条に基づき、ミャンマー投資委員会は、申請料及び MIC許可、是認、

免税及び減税及び土地使用権の発行手数料などの関連する役割の遂行についての投

資家から徴収すべきサービス料を規定することができる。 

ミャンマー投資委員会は、 

(a) ミャンマー語及び英語で現在のサービス料の料金を、ミャンマー投資委員会の

使用するウェブサイトで発行しなければならない。 

(b) ミャンマー投資委員会の目立つ場所に現在のサービス料の料金が表示されてい

なければならない。 

(c) サービス料の表に記載がないサービス料は課してはならない。 

(d) 本規則第 215条に従い、サービス料は、非差別的に、強制的な方式で課されな

ければならない。 

(e) 適用される料金の支払いを受けた場合、領収書を発行しなければならない。 
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215. ミャンマー投資委員会は、公正かつ公平な条項に基づき、投資の種類及び規模に従

って、異なるサービス料を定め又はサービス料を免除することができる。 

 

第 24章 

行政罰 

 

216. 本法律第 85条に基づき発される行政罰の全ては、違反の状況に比例していなけれ

ばならず、類似の状況下で科された行政罰と均衡が取れていなければならない。 

217. 行政罰を科す前に、ミャンマー投資委員会は、 

(a) 本規則第 178条に基づき投資監視課が提出した報告書を分析しなければならな

い。 

(b) 提案された行政罰につき決定しなければならない。 

(c) 本法律第 85条（b）に基づき、以下の事実を含む通知を投資家に送付しなけれ

ばならない。 

1) 法違反若しくは MIC許可、是認、免税及び減税若しくは土地使用権の条

件違反を構成する作為又は不作為 

2) 科される予定の行政罰 

3) その決定の理由 

(d) ミャンマー投資委員会が違反を投資家が是正できると判断した場合、投資家が

是正のために取るべき措置及びその措置を完了すべき期間を、通知に記載しな

ければならない。 

(e) 仮に提案された行政罰が、本法律第 85条（a）2）及び 3）に基づく一時的停止

であるときは、一時的停止命令を解除する条件を通知に記載しなければならな

い。 

(f) 関連者又はその他の者が違反に関わっているという信用できる証拠が存在し、

かつ、ミャンマー投資委員会がそのような者に行政罰を科すことを望む場合

は、本法律第 85条（a）5）のブラックリストに載せるべき者の氏名を記載し

なければならない。 

(g) 本法律第 85条（b）に基づき、通知及び科されるべき行政罰について回答する

までの期間を、通知を受領してから 10営業日以上で定めなければならない。
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ミャンマー投資委員会が、違反の影響により即時の行動が必要であると合理的

に判断した場合、上記期間を短くすることができる。 

218. 本規則第 217条に基づき発行される通知について決定し、届け出るに際しては、投

資家は、違反の程度及び行政罰が公正かつ公平なものであるかどうか並びに違反を

是正するためにミャンマー投資委員会が規定した手続きを遵守する誓約につき、通

知で規定された期間内に届け出なければならない。 

219. 本規則第 218 条に基づく投資家の決定と届け出を受領し、検討した場合又は、決

定及び届け出が通知で定められた期間の終了時までになされなかった場合、ミャン

マー投資委員会が当初提案された行政罰と異なる行政罰を科す場合、又はミャンマ

ー投資委員会が措置をとらない場合は、ミャンマー投資委員会は最終決定を投資家

に通知しなければならない。 

220. 本規則第 219条の通知には、罰の効力発生日を記載しなければならない。ミャンマ

ー投資委員会は、本規則第 219条及び本法律第 86条（b）の最終決定を受け取った

場合、投資家、その他関係する者又は機関及び関係する政府部局及び政府機関に通

知し、必要な措置を取らなければならない。 

221. 行政罰を科された者は、その科された行政罰に最終判断として従わなければならな

い。 

222. ミャンマー投資委員会がミャンマー国の利益に適い、かつ、本法律及びその他の適

用法の更なる違反はないことを投資家又は関連者が証明したと合理的に判断した場

合には、ミャンマー投資委員会は、本法律第 85条（a）5）のブラックリストから

投資家又はその関連者を削除することができる。 

223. ミャンマー投資委員会は、関係する政府部局及び政府機関に対し、ミャンマー国の

法律に従い、投資家を訴追し又は措置を取るよう推薦することができる。 

 

第 25章 

経過措置及び雑則 

 

224. 旧投資法の下で投資家に発行された許可は、本法律第 93条に従いその有効期限が

切れるまで有効である。 投資家は、引き続き投資を実施し、許可条件に従って、

許可による恩恵を享受する権利を有するものとする。 
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225. 旧投資法に基づいて付与された MIC許可による減免措置を享受しているにもかか

わらず、投資家が、その他の恩典を受けることを望む場合は、本法律に基づいて減

税及び免税の取得申請をしなければならない。 

226. 旧投資法の下で MIC許可を与えられた投資家は、ミャンマー投資法適用上 MIC許

可を保持しているとみなされ、MIC許可の維持管理に関して適用される規定を遵

守しなければならない。 

227. 本規則の効力発生日に、 

(a) 本法律第 42条が適用される投資を行っている投資家及び 

(b) 本法律第 93条で言及している種類の投資を含み、投資に関する法的許可を得

ていない投資家は、移行期間中に、本法律及び本規則を遵守するために適切な

措置を講じなければならない。 投資家が本規則第 23条の制限される投資に関

する通知を送る必要があるときは、投資家が外国投資家であるときのみ、通知

が送付されなければならない。 

228. 本規則で言及されている米ドルの金額をミャンマーチャットで計算する場合、その

時のミャンマー中央銀行の規定する為替レートに従って計算するものとする。 

229. 本法律第 100条に基づくミャンマー投資委員会の権限の行使において、ミャンマー

投資委員会は、告示によって、随時金額その他の本規則の量的尺度を修正し規定す

ることができる。 

230. 本法律に基づいて投資をする投資家は、ミャンマー投資委員会からの特段の承認を

得ることなく、その他の適用法に従って、投資に関係する機械、設備、商品又は材

料を輸入することができる。 

231. その他の適用法によって、本規則第 230条に基づく輸入に免許又はその他の承認が

要求されている場合、関係する政府部局及び政府機関は、適用法の要件を充足して

いるときは、投資家の申請手続きを進め、免許を発行しなければならない。 

232. 投資の中断が以下の状況による場合、本法律第 77条（a）又は（b）に基づいて享

受された免税及び減税に関する本法律第 68条の規定にその中断は適用されない。 

(a) 投資を継続しようとする別の投資家への投資の売却又は移転 

(b) 投資家の同意がなく、その意に反する投資の廃止 

233. 本法律第 48条（b）に関連して 

(a) 本規則に規定されている決定に関連した規定を遵守しなかったために、ミャン

マー投資委員会が、申請に関して誤った判断をしたと投資家が合理的に信じる
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場合、投資家は委員長又は権限ある者又は機関に、かかる事項につき書面で説

明を求めることができる。 

(b) （a）に基づいて説明を求める場合、投資家は、ミャンマー投資委員会が決定

を下した日から 15営業日以内に説明の請求を行わなければならない。

(c) 委員長又は権限ある者若しくは機関は、請求を検討しミャンマー投資委員会と

協力して説明の求めにつき検討し、再検討のためにその問題をミャンマー投資

委員会に差し戻したことを書面で通知するか、又は、ミャンマー投資委員会の

決定に従って手続を進めなければならない。

234. 本規則は、特別経済区法の適用を受ける投資家又は同法に基づいてなされる投資に

は適用されない。しかし、ミャンマー投資委員会の許可又は是認に基づき免税及び

減税を享受してきた投資家が、経済特区に当該投資を移管させたい場合には、既に

享受している免税及び減税は、経済特区で享受するべき免税及び減税から差し引か

れるものとする。

235. 本法律に従って免税及び減税を受けた投資家又は投資は、本法律に従って再度の免

税及び減税を受けることはできない。

236. 本法律第 36条に規定されている MIC許可を受ける義務は、本規則の施行に先立

ち、ミャンマー国の法律に基づく投資の実施開始又は運用のために必要な全ての許

可及び免許を受け、全ての条件を遵守していた投資家に課されることはない。ここ

にいう許可には外国投資法又はミャンマー国民投資法に基づく許可を含む。

237. 本規則第 236条にかかわらず、本規則の施行前に投資の実施又は運用を開始した投

資家が、投資を変更し、かつ、そのような変更が元の投資とは別個の投資であっ

て、投資家がその変更につき MIC許可を受ける必要がある場合、投資に変更を加

える前に、投資家は委員会事務局に提案を提出し、許可を取得しなければならな

い。

238. MIC許可又は是認を得たミャンマー国民投資が外国投資に変更された場合、又は

その逆の場合、提案又は是認申請を、ミャンマー投資委員会に提出する必要はな

い。

連邦大臣
計画財務省

（注）本和訳文は法務専門家により細心の注意をもって作成されておりますが、あくまで　
　　　　仮訳であり、条文の最終解釈は公式条文であるミャンマー語原文をご確認ください。
　　　（計画財務省投資企業管理局　及び　独立行政法人国際協力機構）
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The Government of the Republic of the Union of Myanmar 

The Ministry of Planning and Finance 

Notification No. 35 / 2017 

The 3rd Waxing of Tagu, 1378 M.E. 

( 30th March, 2017) 

In exercise of the power conferred by subsection (a) of section 100 of the 

Myanmar Investment Law, the Ministry of Planning and Finance, with the approval of 

the Union Government, hereby issues these rules. 

Chapter I 

Title and Definition 

1. These rules shall be called the Myanmar Investment Rules.

2. The expressions in these rules shall have the same meanings in the Myanmar

Investment Law. Moreover, the following expressions shall have the meanings given

hereunder:

(a) Law means the Myanmar Investment Law;

(b) Associate:

(i) specifically, in relation to a company, means:

(aa) a director or a secretary of the company; 

(bb) a related body corporate;  

(cc) a director or a secretary of a related body corporate; and

(dd) any person who controls the company, or who is controlled by

the company;

(ii) generally, in relation to any person, including a company, means:

(aa) any person in concert with the person who is acting, or 

proposes to act in relation to the relevant matter; or 

Official Translation 
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(bb) any associated person or  any person who proposes to 

associate formally or informally, in any other way in relation 

to the relevant matter; or 

(cc) any prescribed person in relation to the relevant matter; 

(iii) who may be prescribed under above clause (i) or (ii),shall, however, 

not be  included in any case merely by the following causes: 

(aa) Having given advice to the person or acting on behalf of the 

person in the performance of the functions relating to any 

professional capacity or business relationship; or 

(bb) Having been appointed as a proxy or representative of a 

person at a meeting of members of a company or a company 

depending on type; 

(c) Government Department, Government Organization means any Union, 

Region or State level administrative organizations, ministries, 

commissions and committees; 

(d) Type of Project Required to Make Environmental Impact Assessment 

means the type of project prescribed under the Environmental 

Conservation Law, Rules and Environmental Impact Assessment 

Procedures; 

(e) Foreign Company means the foreign company defined in the Myanmar 

Companies Act or the successive laws; 

(f) Holding Company in relation to a Company means a holding company 

of which the respective company is a subsidiary; 

(g) Myanmar Company means a company incorporated in Myanmar and 

registered under the Myanmar Companies Act or the successive laws; 

(h) Small Company means a company, other than a public company or 

subsidiary of a public company, which conforms to the following 

conditions: 

 (i) having no more than 30 employees or less than the number of 

employees in it or its subsidiaries or such other number as may be 
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prescribed under the Myanmar Companies Act or any successive 

law;  

(ii) Having less than 50 million kyats of total annual revenue in the 

previous financial year in it or its subsidiaries or less than the 

amount prescribed under the Myanmar Companies Act or any 

successive law; 

(i) Subsidiary means: 

(i) a subsidiary of the other company if it conforms to any of the 

following circumstances: 

(aa) the composition of the board of such company of being 

controlled by the other company; or 

(bb) exercising or controlling the exercise of more than one-half of 

the votes out of  the maximum number of votes that can be 

exercised at a meeting of  the said company by the other 

company; or 

(cc) holding more than one-half of the issued shares of the said 

company by the other company, other than shares that has no 

right to participate beyond a specified amount in a distribution 

of either profits or capital; or 

(dd) having the entitlement to receive more than one-half of every 

dividend paid on shares issued by the said company, other 

than shares that have no right to participate beyond a specified 

amount in a distribution of either profits or capital; or 

(ii) a subsidiary created  by  the subsidiary which conforms to any 

circumstances in the above clause is a subsidiary of the other 

company; 

(j) HS Code (Harmonized System Code) means the Harmonized System or 

Harmonized Tariff Schedule developed by the World Customs 

Organization and used by the customs authority of the Union from time to 

time;  
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(k) Investment Monitoring Division means the investment monitoring 

division of the Commission Office; 

(l) Investment Screening Application means an application submitted to the 

Commission by the person who desires to invest to obtain non-binding 

guidance under rule 28; 

(m) Investment Assistance Committee means the committee formed under 

rule 165; 

(n) Prohibited Investment Activity means an investment activity which 

applies to stipulations under section 41 of the Law; 

(o) Investment Promoted Sectors means the sectors included a list of 

business promotion activities in the notification to be issued by the 

Commission in accordance with section 43 of the Law from time to time; 

(p) Region or State Committee means a Region or State Investment 

Committee formed by the Commission under rule 151; 

(q) Region or State Committee Office means the branches of the Region or 

State Office of the Directorate of Investment and Company 

Administration, which undertake office works of the relevant Region or 

State Investment Committee; 

(r) Proposal Assessment Team means the proposal assessment team formed 

by the Commission under rule 149 to support the screening of the 

proposals; 

(s) Related Body Corporate means: 

(i) a holding company in relation to a company; 

(ii) a subsidiary in relation to a company; or 

(iii) a holding company or a subsidiary in relation to a company; 

 (t) Restricted Investment Activity means an investment activity to be 

stipulated by notification by the Commission from time to time in 

accordance with section 43 of the Law; 

 (u) Raw Material means natural or unprocessed or unrefined materials 

required for goods manufacturing. Moreover, raw materials or goods 
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required to produce finished goods, manufactured goods used to improve 

finished goods or partly-manufactured goods and materials necessary for 

packaging are included. In such raw materials, unprocessed or natural or 

ready-to-be-used raw materials are also included; 

 (v) Transition Period means the period of 24 months from the date on which 

these rules take effect;  

 (w) Working Day means any day when the Commission Office is open other 

than a Saturday, Sunday or a public holiday; 

 (x) Application Fee means any fees to be paid by the investor when 

submitting the proposal, endorsement application, tax exemption or relief 

application or land use application to the Commission, Region or State 

Committee; 

 (y) Construction Period of Investment or Preparatory Period of 

Investment means the period approved by the Commission to implement, 

extend or prepare the proposed investment. 

Chapter II 

Types of Investment Activity 

Types of Investment Activity Required a Permit  

3. For the provision of subsection (a) of section 36 of the Law, a type of business 

which conforms to any of the following stipulations is stipulated as an investment 

activity that is essential to the National strategy: 

(a) investment exceeding USD 20 million in any business in the area of 

communication and information technology, pharmaceutical technology, 

biotechnology, similar technologies, energy, infrastructure and urban 

development, extraction of natural resources and media;  

(b) investment exceeding USD 20 million, under the grant for the land use 

right or use of other property, agreement on such concession or similar 

authorization by government department and government organization; 

(c) investment by foreign investor or investment exceeding USD one million 

by Myanmar citizen investor along the borderline between the boundary of 

the Union and other country or the conflict area; 
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(d) cross-border investment by the foreign investor or investment exceeding 

USD one million by Myanmar citizen investor; 

(e) investment across the Regions or States within the Union; 

(f) investment in agriculture on more than 1000 acres of land; 

(g) investment to carry out other business except agriculture on more than 100 

acres of land. 

4. For the purpose of section 36(b) of the Law, an investment is taken to be a large 

capital intensive investment if the expected investment value exceeds USD 100 

million. 

5. For the provision of subsection (c) of section 36 of the Law, an investment shall 

be deemed to have a large impact on the environment and the local community if 

it conforms to any of the following stipulations: 

(a) being or being likely to be  a type of project required Environmental 

Impact Assessment; 

(b) being the investment  business located in designated or proposed a 

protected area, forest reserved area, Key Biodiversity Area or areas 

selected and specified to support the ecosystem services and cultural and 

natural heritage, cultural monuments and unspoiled natural areas proposed 

or specified under the existing laws, procedures and notifications, 

including the Environmental Conservation Law;  

(c) the land to be used or leased for investment activity: 

(i) Has been or is likely to be acquired through expropriation by paying 

compensation, compulsory acquisition procedure or by agreement in 

advance of such expropriation or compulsory acquisition procedure 

in accordance with the laws of the Union and will either cause the 

relocation of at least 100 individuals permanently residing on such 

land or comprise an area of more than 100 acres. 

(ii)  Comprises an area of more than 100 acres and would be likely to 

cause involuntary restrictions on land use and access to natural 

resources to any person having a legal right to such land use or 

access;   
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(iii) is likely to cause conflict with the proposed investment activity due 

to  litigation in good faith by a person or disputing over ownership 

of land  in obtaining more than 100 acres of land to occupy or use; 

 (iv) may adversely impact at least 100 individuals by continual 

occupying such land scrutinized by a body which has right to 

scrutinize in applying to occupy or use land. 

6. For the provision of subsection (d) of section 36 of the Law, investment on the 

land or building at the disposal of the government department and the 

government organization is stipulated as investment activities used state-owned 

land and building. Provided that it does not include the land use rights arising 

from the grant, alteration or other administration under the provisions and 

procedures of land administration within the authority of the government 

department and government organization. 

7. The investor does not require applying for a permit under subsection (d) of 

section 36 of the Law in the following circumstances:   

(a) leasing or receiving a license for the land or building for a term of 5 years 

or less; 

(b) sub-leasing such state-owned land or building  by the investor from any of 

the following persons in a manner permitted under lease agreement, 

agreement or other agreement:  

(i) a person who has  previously obtained the right to use the state-

owned land or buildings from the government department and 

government organization in accordance with the laws of the Union, 

including the Law; and 

(ii) a person authorized to sub-lease or sub-license the state-owned land 

or building in accordance with the approval of the government 

department and government organization. 

8. The investor who subleases land or buildings, according to subsection (b) of 

section 7 shall use them in a manner permitted under the lease agreement or 

agreement concluded by the government department and government 

organization. 
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9. Although the investor does not require obtaining a permit when initially making 

his investment activity, if his investment involves in the stipulations for the 

investment required to obtain the permit due to a change in the type of 

investment, he shall submit a proposal before making such changes.  

10. In determining monetary amounts and land areas in rules 3, 4 and 5, it shall be 

deemed that it means the total amount of investment activity of the investor and 

his associates and any businesses relating to the investor. 

11. Nothing in these rules shall limit prescribing conditions required submitting to 

obtain approval of the Pyidaungsu Hluttaw under section 46 of the Law and 

laying down other conditions or stipulations to assess a proposal or grant a 

permit, including determining a minimum capital proportion to be contributed in 

the total investment amount. 

Prohibited Investment Activities 

12. The Commission may, from time to time, issue notifications of prohibited 

investment activities under section 41 of the Law with the approval of the 

Government.   

13. Without limiting other law, an investment activity which is not included in a 

notification referred to in rule 12 shall not be stipulated as a prohibited 

investment activity under the Law. 

14. Any person shall not carry out a prohibited investment activity. 

15. Hazardous or poisonous waste in subsection (a) of section 41 of the Law means 

all substances prohibited under the existing laws to be  imported, exported, 

stored, traded, manufactured or otherwise produced within the Union.  The 

production or use of such substances is the businesses prohibited other than the 

express exemption, exception, or permit under the Law. 

16. The Commission:  

(a) may request information from such investor if  there is reasonable ground 

to believe that a prohibited investment activity or its related businesses are 

being engaged;  

(b) may order any investment to suspend or cease if   there is reasonable 

ground to believe that a prohibited investment activity is operated; and 



9 

(c) shall revoke the permit or endorsement if it is  known that a prohibited 

investment is operated according to the inspection results. 

Restricted Investment Activities 

 17. With the approval of the Government, the Commission may, under section 43 of 

the Law, issue notifications of investment activities restricted under section 42 of 

the Law and, under section 44 of the Law, amend these notifications. A person 

making a restricted investment activity shall perform in accordance with the Law 

and other applicable laws. 

18. The rights of the Commission to discuss or to request for advice shall not be 

limited under section 45 of the Law when considering amendment the 

notification referred to in rule 17. 

19. Notwithstanding any limitation in any other laws, an investment activity not 

included in the notification referred to in rule 17 shall not be stipulated to be a 

restricted investment activity under the Law.   

20. The government department and government organization may conclude a 

contract with investor in respect of investment activity allowed to be carried out 

only by the Union under subsection (a) of section 42 of the Law and other 

applicable law, and may allow the investor to involve in the investment activity 

according to the extent of the contract. 

21. Myanmar citizen investors may carry out investment activity stipulated under 

subsection (b) of section 42 of the Law. 

22. Myanmar citizen investor shall contribute 20% of the minimum direct 

shareholding or interest proportion in the joint venture other than businesses 

expressly excepted by notification under subsection (c) of section 42 of the Law. 

Notice for Restricted Investment Activities 

23. An investor carrying out the investment activity restricted under section 42 of the 

Law shall notify the Commission Office or Region or State Committee Office for 

such businesses. 

24. The investor shall send the notice under rule 23 to the Commission Office or 

Region or State Committee Office within 3 months from the commencement of 

implementation of the investment activity. 
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25. Sending notice under rule 23 shall not apply to an investor or a small company 

that still submits a proposal or endorsement application for the investment 

activity. 

Chapter III 

Investment Promoted Sectors 

26. The Commission may, from time to time, issue notifications of investment 

sectors to be promoted, and amend them with the approval of the Government. 

27. The Commission may, without limiting the effect of the other powers or rules, 

stipulate the minimum investment criteria and maximum value of tax exemption 

before the enjoyment of tax exemption and relief of an investment activity for the 

investment sector to be promoted at any time. The eligibility criteria could 

include a minimum cash investment that must be made as a proportion of the 

total investment amount.  

Chapter IV 

Submission of Investment Screening Application and Issuance of Guidance 

28. A person who desires to invest may submit an investment screening application 

to the Commission for non-binding guidance on the kinds of the following 

proposed investments: 

(a) businesses required to submit a proposal  to the Commission under section 

36 of the Law;  

(b) businesses likely to be submitted to the Pyidaungsu Hluttaw for approval 

under section 46 of the Law; 

(c) investment activities restricted under section 42 of the Law and its related 

notification;  

(d) investment activities involved in investment promoted sectors; or 

(e) investment activities prohibited under section 41 of the Law. 

29. In the investment screening application, the investor shall: 

(a) fully disclose the nature of the investment; 
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(b) disclose all information which appropriate person may  consider in the  

assessment of the Commission; and 

(c) right fully disclose information. 

30. The Commission shall assess the application after a person, who desires to invest, 

submits the investment screening application and pay the stipulated application 

fee. 

31. The Commission: 

(a)  shall assess an investment screening application within 10 working days, if  

it is complete; and 

(b)  may extend the assessing period if it requires to ask for additional 

information from the investor. 

32.  The Commission shall issue non-binding guidance after assessing the investment 

screening application within the specified period. 

33. The guidance issued under rule 32 shall be assumed as advice for the 

continuation of the investment in accordance with law and shall not be assumed 

to know in advance whether a chance of an approval of being granted. 

34. The Commission may revoke the application if the requested information is not 

provided by the investor within 10 working days from the requested date or such 

extension. 

35. Any prescriptions under rule 29 is amended, the Commission may determine that 

the guidance issued under rule 32 should be amended. It shall notify the 

determination to the investor. 

Chapter V 

Submission of Investment 

36. Every submission shall be carried out in accord with the following stipulations: 

(a) it shall be in writing; 

(b) it shall be in Myanmar or, if desired, it may be  both in Myanmar and 

English; 

(c) where it is a proposal, a summary of the proposed investment shall be  in 

Myanmar or, if desired, it may be  both in Myanmar and English; 
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(d) it shall be signed by a relevant applicant; 

(e) the stipulated form shall be completed; 

(f) it shall contain the information prescribed by the Commission;  

(g) it shall contain the information which is true and complete and shall not be 

disclosed fraudulently;  

(h) it shall be submitted to the Commission Office or relevant Region or State 

Committee Office; and 

(i) the relevant application fee shall be paid. 

37.  The investor shall submit the following matters to the Commission after 

obtaining the permit or endorsement, although it is not required to mention such 

matters in the submission. The Commission Office shall inform such information 

to the Central Bank of Myanmar:  

(a) where the investment is carried out with  foreign loan, the repayment 

schedule, including the loan amount, the sum of principal and interest, 

remittance amount and the timeline; and    

(b) the receiving bank of capital and loan from abroad and the banking 

channel for remittance and settlement. 

38. A summary of proposed investment submitted under sub rule (c) of rule 36 shall 

include the following information: 

(a) the investor and other person involving a significant direct or indirect 

interest in the investment; 

(b) the principal location or locations of the investment; 

(c) a description of the sector  and business which the investment is to be 

made; 

(d) proposed amount of the investment; 

(e) a description of the plan, including expected timetable for the 

implementation of the investment;  

(f) the number of employees to be appointed and export earnings from 

investment; and  

(g) other information to be  prescribed by the Commission from time to time. 
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39. If the investor has not yet legally established the enterprise, the person 

responsible for establishing such enterprise may submit the proposal as an 

investor. The establishment as the enterprise under the law is a condition of being 

issued the permit and shall not alter any of the obligations of the investor under 

the Law. 

40. The Commission may consult with government department and government 

organization in considering a submission without limitation of its other powers. It 

may consult with other stakeholders and persons affected by the determination in 

relation to any proposal, and obtain information for its determination. Provided 

that, it may, at its discretion, decide whether to consider such information. 

Chapter VI 

Submission and Assessment of Proposal 

41. (a) Where a proposed investment subject to sub rule (b) is involved in the 

investment in  section 36 of the Law, an investor shall submit a proposal to 

the Commission  to obtain permit and invest only after obtaining a permit.  

 (b) If another investor or business organization, who holds the permit, desires 

to make the proposed investment, it shall not require further obtaining the 

permit under subsection (a) except any investment involved in rule 237.  

 (c) The investor shall pay the application fees for the proposal, prescribed by 

the Commission. 

42. The intended investor submitted the proposal to the Commission under rule 41 

shall make investment only after obtaining the permit and comply with all 

conditions in the permit. 

43. The following persons shall apply for the proposal: 

(a) a person who desires to invest;  

(b) the representative authorized by a person who desires to invest; or 

(c) a subsidiary involved in the business  of which a person desires to invest. 

44. In submitting the proposal, if an investment involved in any of the following 

conditions among investment activities to be obtained the permit in section 36 of 

the Law, the proposal shall be submitted through the relevant ministry: 
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(a) having a significant ownership interest in the investment by government 

department and government organization; 

(b) having been granted or intending to grant concessions to the investor by 

government department and government organization; or 

(c) being required or authorized by law to do so by government department 

and government organization. 

45. The Commission may, after receiving to screen the proposal, publish a summary 

of the proposal for public awareness within 10 working days from the date of 

receipt. 

46. If a person who desires to obtain the right to use land, or tax exemption or relief, 

applications for them may be submitted together with the proposal. 

Proposal Assessment Procedure 

47. The Commission Office shall assess a proposal for eligibility and completeness at 

the Commission Office or other place designated by the Commission. If the 

proposal is eligible and complete, it shall be accepted. The Proposal Assessment 

Team shall assess it in accordance with the stipulations and then submit to the 

Commission’s meeting. 

48. On receipt of the proposal submitted under rule 47, the Commission shall assess 

whether or not an investment in the proposal should be allowed in accordance 

with the stipulations. It may reject the proposal within 15 working days from date 

of receipt if it determines inappropriate to grant permission. If a proposal is 

rejected, the Commission shall give the notice of the rejection with an 

explanation of the grounds of rejection to the investor within 5 working days 

from the date of rejection.  If the proposal is not rejected, it shall be deemed to be 

accepted. 

49. The Commission shall assess it within 60 days from the date of receipt of the 

proposal, and if it determines to allow, it shall issue the permit within 10 working 

days. The copy of the permit shall be delivered to the relevant Union ministries 

and relevant Region or State government. 

50. The Commission may grant the permit to the investor or its subsidiary involved 

in the investment. 
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51. Without limitation of other rules, the permission in relation to a permit, or tax 

exemption or relief may be: 

(a) granted in respect of a proposed or stipulated investment; 

(b) granted in respect of types of investments;  

(c) granted in accordance with the payment of a bond; 

(d) granted for a specified duration; or 

(e) granted in whole or in part. 

52. The assessment period of the proposal under rule 49 may be suspended in any of 

the following conditions: 

(a) being required by the Commission to ask for additional information from 

the investor or other  organizations to make its assessment and 

determination on the permit and any related application; or 

(b) being required to  submit to the Pyidaungsu Hluttaw to obtain its approval 

under section 46 of the Law. 

53. The Commission may make the suspension of proposal assessment period more 

than once under this rule and the Commission office shall inform the investor the 

suspension. 

54. When the Commission receives the additional information according to rule 57 or 

the approval of the Pyidaungsu Hluttaw, it shall end the period of suspension and 

resume the timeframe.  

55. If the Secretary of the Commission assumed that it is beneficial to the interests of 

the Union to make an extension in the circumstances relating to the complexity or 

novelty of the proposal, he may extend the proposal assessment period under rule 

49. The time of extension may be extended more than once under this rule and 

the extension shall be informed to the investor.   

56. The Commission shall have an investor or its authorized representative attend the 

meetings of the proposal assessment team or the Commission. If required, experts 

from government departments and government organizations in relation to the 

nature of the business shall be invited to attend the meeting. 
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57. The Commission may request the investor to provide more information relevant 

to the proposal at any stage of the process before acceptance and submission of 

the proposal to the meeting of the Commission. 

58. The investor shall provide more information requested by the Commission under 

rule 57 within 20 working days from the request date or extension approved by 

the Commission. 

59. The Commission may reject the proposal if the investor fails to provide the 

requested information within the time prescribed under rule 58. 

60. If the investor desires to obtain the permit for the proposed investment, although 

the proposal is void, he shall resubmit the proposal and pay the prescribed 

application fees. 

61. In assessing the proposal, the Commission may, if required, consult with 

government departments and government organizations. Such departments and 

organizations shall provide required personnel or other resources to the 

Commission. Where the investment subjects to the Ethnic Rights Protection Law, 

the Commission may consider whether or not to consult with and to obtain the 

remark of the relevant Region or State Government or other stakeholders as part 

of the assessment process or other conditions to be included in the permit. 

62. In assessing a proposal, the Commission may reject the proposal at any time if it 

considers being unconformity with law or ineligible to issue the permit. 

63. The Commission may further issue guidelines on the procedure of the permit 

application and assessment. 

Proposal Assessment Criteria 

64. In assessing the proposal, the Commission shall consider objectives, principles, 

rights and responsibilities of the Law, emphasizing on the interest of the Union. 

In assessing the investor and investment proposal, the Commission shall consider 

whether or not the following criteria are met with:  

(a) acting and carrying out investment in accordance with the laws of the 

Union by the intended investor; 

(b)  being an investment activity required to obtain a permit; 

(c) being the proposal which is consistent with the Law; 
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(d) demonstrating a commitment to carry out the investment in a responsible 

and sustainable manner by reducing and avoiding any adverse 

environmental and social impacts by the investor; such commitment 

without limiting environmental conservation actions, compliance with 

environmental conservation policies and human right, and application of 

effective technology for natural resource and practices of waste 

management strategy being included;  

(e) having business experience and acumen in respect of the investment by the 

investor or holding company or an associate involving the  management of 

investment; 

(f) making financial commitment to the investment activity by the investor, 

associate, and holding company; 

(g) being the investor, an associate, and holding company of good character 

and business reputation; and  

(h) inconsideration of the policies and objectives of national development, 

security, economics, social and culture issued by the Union Government or 

Region or State Governments, being the investment which is compatible 

with the policies and objectives of them to be affected by the investment.  

65. In assessing the proposal in accordance with rule 64, the Commission: 

(a) shall take all criteria into consideration and determine that the investor and 

the proposed investment shall be met mandatorily with the criteria in  rule 

64 (a) to (c) and are met with the most relevant criteria in of rule 64(d) to 

(h); and 

(b) shall determine whether or not the investor and the proposed investment 

meet with the mandatory criteria and the relevant non-mandatory criteria. 

66. For the provision of rule 64 (g), in assessing whether the investor has a good 

character and business reputation, the Commission may consider whether or not 

the investor, an associate or a person involved  in the investment was penalized 

under or contravened the laws relating to any environment, labour, tax, anti-

corruption or human rights.  
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Chapter VII 

Submission and Assessment of Endorsement Application 

67. In respect of an investment activity not involved in section 36 of the Law, the 

following persons may submit an endorsement application to the Commission 

Office or relevant Region or State Committee Office: 

(a) the investor; 

(b) the authorized representative of the investor; or 

(c) the subsidiary involved in the investment.  

68.  The investor: 

(a) may submit the relevant land use application or tax exemption or relief  

application with the endorsement application concurrently; and 

(b) shall pay endorsement application fee prescribed by the Commission .  

69. In the initial implementation of the investment, the investor, who applies 

endorsement application, shall submit recommendations, approvals, licenses, 

permits, and similar authorized documents required by section 38 of the Law 

with the endorsement application. Provided that where the business is a kind of 

business required to obtain recommendation, license or similar authorized 

document in the implementation process of the investment after obtaining the 

endorsement application according to the nature of business, such documents 

shall be obtained and submitted to the Commission after the submission of the 

endorsement application.  

70. The endorsement application submitted under rule 68 shall be assessed whether 

or not to be eligibility and completeness at the Commission Office or the relevant 

Region or State Committee Office. If the endorsement application is complete 

with the stipulations, the endorsement application shall be submitted for review 

and approval of the Commission, Region or State Committee.  

Endorsement Application Assessment Procedure 

71. When receiving the endorsement application according to rule 70, the 

Commission or relevant Region or State Committee, may reject it within 15 

working days from the date of the receipt of the endorsement application, if it is 

deemed to be incomplete, ineligible for the stipulations or inappropriate for 
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approval under other situations. If rejected, the Commission or relevant Region 

or State Committee shall notify the rejection and an explanation of the grounds of 

rejection within five working days from the date of the rejection to the investor. 

If not rejected, the endorsement application shall be deemed to be accepted.  

72. (a) If the Commission  decides to approve the endorsement application, after 

screening  it within 30 days from  the date of receipt, the Commission shall 

issue the endorsement within 10 working days  from the date of decision; 

 (b) If the Committee decides to approve the endorsement application, after  

screening it within 30 days from the date of receipt by the relevant Region 

or State Committee, the Committee shall issue the endorsement within 10 

working days from the date of decision;  

 (c) The Commission or Region or State Committee shall also deliver the copy 

of endorsement to the relevant Union Ministries and Region or State 

Governments. 

73. The Commission or relevant Region or State Committee may grant the 

endorsement to the investor or its subsidiary involved in the investment.  

74. The Commission or relevant Region or State Committee may request more 

information relating to the endorsement application at any stage of the 

assessment process of endorsement application to the investor. 

75. Application may be rejected if the investor does not provide the information 

requested by the Commission or relevant Region or State Committee within 20 

working days from the requested date, or such extension approved by the 

Commission. If the endorsement application is void, the investor who desires to 

obtain the land use right or tax exemption or relief shall resubmit the 

endorsement application and pay the prescribed application fee. 

 76. The Commission may consult with government departments or government 

organizations in assessing an endorsement application, and request government 

department or government organizations to provide relevant personnel or other 

resource to complete the assessment process of endorsement application within 

the timeframe. 
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77. In assessing the endorsement application, the Commission may reject an 

endorsement application at any time if it deems to be non-compliance with law or 

ineligible for endorsement. 

78. The Commission may issue further guidelines for the endorsement application 

assessment procedure. 

Endorsement Application Assessment Criteria 

79. The commission or relevant state or regional committee must assess every 

application for an endorsement, and determine whether to issue an endorsement, 

after considering the objectives, principles, rights and responsibilities in the Law 

and applying the following criteria: 

(a) acting and carrying out investment  in accordance with the laws of the 

Union by the investor; 

(b) the business of  being required to obtain the endorsement application under 

section 37 of the Law; 

(c) being an  endorsement application  in conformity with the  Law; 

(d) the application of being involved in the investment prescribed by the Law; 

and 

(e) being an investor who is eligible to receive one or both of the land use 

right or tax exemption or relief by the endorsement. 

Chapter VIII 

Submission and Assessment of Tax Exemption or Relief Application 

80. If an investor who has obtained a permit or an endorsement, or who still applies 

for a permit or endorsement, desires to enjoy tax exemption or reliefs in sections 

75, 77 and 78 of the Law, the investor may submit the tax exemption or relief 

application.  

81. If an investor who has obtained a permit or an endorsement, or who still applies 

for a permit or an endorsement, desires to make an additional capital investment 

within the Union, tax exemption or relief shall only be applicable to such 

additional capital investment.  
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82. Tax exemption or relief application may be submitted with a proposal or an 

endorsement application. Tax exemption or relief under sections 77 and 78 of the 

Law may be submitted as an additional. The investor shall accurately specify tax 

exemption or relief to be enjoyed in its application.  

83. In applying the income tax exemption under subsection (a) of section 75 of the 

Law, the application for tax exemption or relief shall state the zone in which the 

investor has being invested or carried out or the investor has being invested or 

carried out more than 65% of the value of the investment calculated in 

accordance with rule 96.If necessary, the investor shall give other information.  

84. If an investor applies for custom duties or other internal tax exemptions or reliefs 

under subsections(a) and (d) of section 77 of the Law, the investor shall provide 

without limiting the request of other information: 

(a) list of machineries, equipments, instruments, machinery components, spare 

parts, materials used in the business and construction materials  

unavailable locally for the investment construction and investment 

preparation, and goods in details with four digit HS Code in the HS Code 

chapter; and  

(b) a calculation of the total value of materials to be imported which the 

investor desires to apply for tax exemption or relief, including  customs 

duty or other internal tax.  

Tax Exemption or Relief Application Assessment Procedure 

85. When receiving tax exemption or relief application under rule 80, if the 

Commission thinks that the application is incomplete or ineligible for the criteria 

or inappropriate for approval under other situations, it may reject the application 

within 15 working days from the date of receipt. If the Commission rejects the 

tax exemption or relief, the Commission office or relevant Region or State 

Committee office shall notify the investor within 5 working days from the date of 

rejection with the grounds of rejection. If not rejected, it shall be deemed to be 

accepted.  

86. The Commission office may request to provide further information relating to the 

tax exemption or relief application at any stage of the assessment process. The 

investor shall submit the information within 20working days from the requested 
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date or such extension approved by the Commission. If the investor fails to 

submit the information within such timeframe, the Commission may reject the 

tax exemption or relief application.  

87. If the Commission decides to approve it, after assessing the tax exemption or 

relief within 30 days from the date of receipt, it shall issue the tax exemption or 

relief within 10 working days. The copy of tax exemption or relief shall also be 

delivered to the relevant Union Ministries and Region or State Governments. 

88. The Commission may grant tax exemption or relief to the investor or its 

subsidiary involved in investment.  

89. Without limiting any other rules, the approval of a tax exemption or relief   may 

be: 

(a) granted in respect of a proposed or stipulated investment; 

(b) granted by the payment of a bond;  

(c) granted for a prescribed duration; or 

(d) granted in whole or in part. 

90. The Commission may issue guidelines on submission and assessment of tax 

exemption or relief application procedure.  

Tax Exemption or Relief Assessment Criteria  

91. The Commission shall consider whether the investment is consistent with the 

following criteria or not, based on the objectives, principles, rights and 

responsibilities of the Law: 

(a) acting and making investment in accordance with the laws  within the 

Union; 

(b) submitting and applying tax exemption or relief application in accordance 

with the Law; 

(c) making all investment in the promoted sectors for income tax exemption; 

(d) exceeding the amount of USD 300,000 for the expenditure of additional 

funds or  further capital within the Union; 

(e) obtaining a permit or endorsement or  process in application;  
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(f) in the case of applying income tax exemption, making investment in zone 

1, zone 2,zone 3 or more than one zone, by notification, stipulated by the 

Commission; 

(g) the development of a skilled labour force  supporting the creation of  new 

employment opportunities; 

(h) bring or enhancing new  technology or business skills into the Union; 

(i) causing competition, development of capacity building or productivity, or 

enhancing services or infrastructure within the Union; and  

(j) increasing export earnings of the Union. 

92. In such assessing, the Commission shall: 

(a) take all criteria into consideration and determine that the investor and the 

proposed investment shall be met mandatorily with the criteria in of rule 

91 (a) to (f) and with the most relevant criteria out of  rule 91 (g) to (j); 

(b) determine whether or not to meet the mandatory criteria and to fulfill the 

relevant non-mandatory criteria; and  

(c) consider the effect on the receipt of the Union  budget due to the applied 

tax exemptions and reliefs;  

93. (a) The Commission may grant or refuse all or some tax exemption or reliefs  

applied by the investor. It may grant the tax exemption or relief in whole 

or in part, stipulating the regulations, including the conditions for the 

performance relating to the investment between the investor and an 

associate person.  

 (b) If the Commission grants the tax exemption or relief to the investor 

according to subsections (a) and (d) of section 77 of the Law, it shall 

approve and notify the investment construction period or investment 

preparatory period to be enjoyed. 

94. The Commission may refuse to grant a tax exemption or relief if any investor or 

associate suspended or significantly reduced an initial investment for which a tax 

exemption or relief was enjoyed under any law within the previous 3 years.  
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95. Tax exemption or relief applies to the investment allowed to enjoy tax exemption 

or relief. It does not apply to the other business or other income carried out by the 

investors and its subsidiary. 

96. Where the investor makes investment in more than one zone; 

(a) the zone in which more than 65% of the value of the investment is invested 

shall be deemed as the location of investment.  

(b) if more than 65% of the total  value of the investment is invested  in: 

(1) zone 1 and zone 2, the investment shall be deemed to be in zone 2; 

(2) zone 2 and zone 3, the investment shall be deemed to be in zone 3; 

and  

(3) zone 1 and zone 3, the investment shall be deemed to be in zone 3. 

97. Customs duty exemption or relief under subsection (b) of section 77of the Law 

shall be granted only if at least 80% of the income expected to be earned from the 

investment is in foreign currency from exports. It may be granted on a pro-rata 

basis on income in excess of this amount expected to be earned in foreign 

currency from exports of that investment. 

98. The Commission shall calculate a reimbursement of customs duty paid under 

subsection (c) of section 77 of the Law  on a pro-rata basis of the customs duties 

paid by the investor based on the proportion of income from the investment 

earned in foreign currency from export. The reimbursement may be applied for 

the custom duties paid in the assessment year at the end of an assessment year. 

The reimbursement may be made in the offset form of a customs duties and 

future customs duties to be paid by the investor.  

99. ( a ) The Commission may grant a tax exemption or relief from income tax, in 

respect of reinvestment, if the following criteria are met with: 

  (i) the profits reinvested are earnings received by the investor in the 

assessment year in which the income tax exemption under 

subsection (a) of section 78 of the Law was claimed;  

  (ii) the re-investment of said profit has occurred in the assessment year 

following the assessment year in which the income tax exemption 

under subsection (a) of section 78 of the Law was claimed ; and 
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  (iii) being duly paid for income tax and other taxes in the assessment 

year in which the income tax under subsection (a) of section 78 of 

the Law was claimed.  

(b) In making reinvestment according to subsection (a) of section 78 of the 

Law relating to income tax exemption, the payment of operating expenses 

shall not be calculated. 

(c) Tax exemption or relief to be enjoyed under subsection (a) of section 78 of 

the Law shall not be enjoyed if the profit from the investment is reinvested 

during the investment construction period or investment preparatory 

period. 

(d) In granting an exemption or relief under subsection (a) of section 78 of the 

Law, the Commission shall consider whether the investor complies to the 

law and the conditions of the permit or endorsement or tax exemption or 

relief or not , including the effects and benefits of tax exemption or reliefs  

for reinvestment. 

(e) No investor shall enjoy further exemption or relief to be enjoyed under 

subsection (a) of section 78 of the Law to an investor, if the investor fails 

to make an reinvestment in the relevant year in which investor applies to 

enjoy tax exemptions or reliefs and enjoys previous tax exemptions or 

reliefs under subsection (a) of section 78of the Law. 

100. The Commission may grant the investor the right to depreciate his assets at the 

rate permitted under the applicable laws of the Union or at an equal to 1.5 times 

rate to be stipulated from time to time. 

101. The Commission may grant the investor the right to deduct research and 

development expenses up to a maximum of 10% of his assessable income under 

subsection (c) of section 78 of the Law in the following conditions: 

(a) the research and development activities applied to only the permitted 

investment;  

(b) the research and development activities essential for the economic 

development of the Union; and 

(c) the research and development activities of  being  recognized by the 

applicable statistics  standards of  the Union;  
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102.  The Commission may make any further decision for any limitations or 

stipulations of the amount of or process for applying or administering the tax 

exemption or relief, including the consideration for the research and development 

expenses in excess of 10% of assessable income, if the Commission thinks 

necessary for the interest of the Union.  

Other Matters Relating to the Issuance of Tax Exemption or Relief 

103. In granting the income tax exemption under subsection (a) of section 75 of the 

Law, the Commission may reassess tax exemption or relief after making the 

operation from three years to five years at the zone(s) in which the investment is 

made more than 65% of the value of investment. It may amend the tax exemption 

or relief according to the means of rule 96 depending on the zone(s) in which the 

actual investment is made if the value of actual investment in the zone(s) is 

different from the value assessed when granting tax exemption or relief. Any 

amendment may have retrospective effect. If it is found that the investor enjoyed 

more than tax exemption or relief to be enjoyed under the reassessment, he shall 

be liable for such amount to pay tax, and shall be payable in its following 

assessment year. Provided that no adjustment shall be made if it is found that the 

investor enjoyed less than tax exemption or relief to be enjoyed under 

reassessment. 

104.  The expansion of the volume of investment by the investor under subsection (d) 

of section 77 of the Law means that it shall be deemed that the volume of 

investment is expanded only after 80% of the proposed capital investment has 

been contributed. 

105. The investor shall import the materials for expansion of the volume of investment 

according to subsection (d) of section 77 of the Law within two years from the 

date of receipt of tax exemption or relief. If investor shall not import the 

materials within such duration, such exemption or relief shall be voluntarily void. 

106.   The import of materials according to subsection (a) of section 77 of the Law shall 

only be carried out during the investment construction period or investment 

preparatory period. If not,  it shall be voluntarily terminated.  
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107. The investment construction period or investment preparatory period shall come 

to an end on the date of commencement of commercial operation except rule 

146(d).  

108. Without having the approval of the Commission, if the machinery  equipment, 

instruments, machinery components, spare parts and construction materials 

imported under the tax exemption or relief under subsections (a) and (d) of 

section 77 of the Law are used for any purpose other than the construction or 

implementation of the investment, the investor shall pay all applicable duties and 

taxes to be paid at the time of such importation. The Commission may impose 

any of administrative penalties prescribed under section 85 of the Law on such 

investor.  

109.   Before granting a customs duty exemption or relief under subsection  (a) and 

(d)of section 77of the Law, the Commission shall assess whether or not the goods 

imported are to be used in the construction and implementation of investment or 

not.  

110. If a custom duty exemption or relief is granted under subsection (b) of section 

77of the Law and the percentage of income actually earned in foreign currency 

from exports in an assessment year is less than the expectation stated in the tax 

exemption or relief  application, the customs duty exemption or relief shall be 

reduced to a pro-rata exemption  on the actual export earnings in that period, and 

the investor shall repay any excess customs duties exempted under the tax 

exemption or relief.  

111. If investor enjoys tax exemption or relief with the depreciation rate less than the 

stipulated period under subsection (b)of section 78 of the Law, he shall use such 

depreciation rate from the commencing year of commercial operation.  

112. If the investor authorizes, without importing themselves for the intended  

materials, a person or company to import the materials for the investment that 

obtained  a permit or an endorsement  according to subsections (a)  and (d) of 

section 77 of the Law, the investor shall state such person or company and obtain 

the approval after submitting to the Commission. 
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113. Before to the investor enjoys benefits of any tax exemption or relief under 

sections 75 and 78 of the Law, the investor shall apply the Internal Revenue 

Department to accept the tax assessment for the relevant assessment year.  

114. In evaluating a tax assessment of an investor enjoying a tax exemption or relief 

under sections 75 and 78 of the Law, the Internal Revenue Department shall 

review whether the investor complies with the provisions of the law relating to 

the tax exemption or relief and any conditions prescribed in the tax exemption or 

relief granted to the investor or not.  

115. The Commission may revoke approval if it thinks that approval has been 

obtained through fraud or other misleading conduct relating to the permit or tax 

exemption or relief or the investment has not been carried out in accord with the 

application. Without limiting other relevant laws, the investor whose approval 

has been revoked shall repay tax exemption or relief granted to him.  

Chapter IX 

Submission and Assessment of Land Use Application  

116. The investor who is in the application process or has already obtained the permit 

or endorsement may submit the land use application for investment.  

117. The following facts shall be included at least in the land use application and the 

Commission may request the other necessary facts from the investor; 

(a) area, type and location of the land or buildings; 

(b) the facts relating to the owners of the land or buildings; 

(c) recommendation or similar document or permission obtained from Region 

or State Government, the government department or government 

organization to approve the change of land use to perform investment; 

(d) whether investors require to make significantly alteration of topography or 

elevation of the proposed land according to the subsection (f) of section 65 

or not; 

(e) the period for right to use the proposed land; and  

(f) the land or buildings lease agreements (draft). 
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Land Use Application Assessment Procedures 

118. The Commission may: 

(a) assign the Region or State Committee to assess the land use application; 

and 

(b) delegate its powers to any officer whose position is at least director level at 

the Commission office or  Region or State Committee office formed for 

such purpose or commission officers to assess the land use application. 

119. When receiving the land use application submitted under rule 116, the 

Commission or relevant Region or State Committee may reject it within 15 

working days from the date of receipt of the land use application, if it is deemed 

to be incomplete, ineligible for the stipulations or inappropriate for approval 

under other situations. If rejected, the Commission or relevant Region or State 

Committee shall notify the rejection and an explanation of the grounds of 

rejection within five working days from the date of rejection to the investor. If 

not rejected, the land use application shall be deemed to be accepted. 

120. (a) After assessing the land use application within 30 days from the date of 

receipt by the Commission, if the Commission decides to approve it, it 

shall issue the right to use land within 10 working days. 

 (b) After assessing the land use application within 30 days from the date of 

receipt by the relevant Region or State Committee, if the Committee 

decides to approve it, the Committee shall issue the right to use land within 

10 working days. 

 (c) The Commission, Region or State Committee shall also deliver the copy of 

the right to use land to the relevant Union Ministries and Region or State 

Governments. 

121. The Commission office and Region or State Committee office may request 

further information in relating to the right to use land from the investor at any 

stage of the process. 

122. The land use application may be rejected if the investor does not provide the 

information requested under rule 121 within 20 working days from the requested 

date, or timeframe approved by the Commission.  If the application is rejected, 
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the investor who desires to obtain the land use right, he shall resubmit the land 

use application. 

123. The Commission may grant the permission of the land use right to the investor or 

its subsidiary. 

124. The Commission, Region or State Committee shall maintain the assessment, 

review and decision made in accord with the criteria for the assessment of the 

land use right under rule 126. 

125. The Commission may issue necessary guidelines for land use application and 

assessment process. 

Land Use Right Assessment Criteria 

126. The Commission shall determine whether to issue the land use right or not after 

consideration the land use application is consistent with the following criteria, 

including objectives, principles, rights and responsibilities in the Law: 

(a) acting and making an investment in accordance with the laws of the Union; 

(b) submission of the land use application in accordance with the Law; 

(c) being obtained or being permitted by the investor a permit or endorsement 

in respect of the investment; 

(d) on the proposed land of being able to be used by the investor for the 

investment objectives under applicable law at the present time or at the 

completion of the change of the land use right or similar statutory 

procedures; and 

(e) requirement to make significantly alteration of topography or elevation  of 

the proposed land or  being likely to make alteration of topography or 

elevation of the proposed land by the investor, and being unable to 

mitigate properly the impact, arising a material adverse impact on the 

environment due to such change.   

127. When assessing the land use application in accordance with rule 126, the 

Commission shall determine whether is met with the criteria or not. 

128. The Commission may grant or reject the right to use land applied in whole or 

part. 
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Other Matters Relating to Issuance of the Land Use Right 

129. When obtaining the land use right from the Commission under the applicable 

laws and the conditions stipulated by the Commission, the investor may 

commence to enjoy land use right. The relevant authorized organization shall 

perform to enforce these rules.  

130. The investor shall implement the change process in accordance with the law for 

the change of the land use when necessary to alter the land use right to be 

consistent with the investment or to perform completely the similar legal process. 

131. The Commission or Region or State Committee may, without obtaining any 

recommendation or approval, directly permit the land use right to the investor, 

when the investor applies the right to use land located in the relevant business 

zone, such as the industrial zone, hotel zone and trading zone to operate the 

relevant business. 

132. If the primary objectives of the land not located in the stipulated zone is 

inconsistent with the types of the proposed investment, the Commission shall 

request the recommendation of relevant Region or State Government. If the 

relevant Region or State Government thinks that the proposed business is fit to 

operate on the land and permit to do, the Commission may allow the investor to 

use the land notwithstanding the objective of the land. Such permission shall not 

be deemed to exempt the responsibility under the applicable law. 

133. When submitting the ownership of the land to be carried out the investment, if 

the land which the investor owns or leases is not the name of current owner, the 

land owner shall have the right to submit the credible evidence and document of 

his ownership of that land. The Commission shall accept such submission if it 

reasonably thinks true of land ownership according to attached evidences and 

documents by the land owner. If the land is in process for applying the grant to be 

carried out the investment, such evidence shall be submitted. 

134.  The following investors shall not be required to obtain the land use right from the 

Commission through submission in connection with section 50 of the law: 

(a) Myanmar citizen investors; or 
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(b) an investor who has been granted under the laws to make investment in a 

company that retains its status as a Myanmar company after dealing with 

foreign investors. 

135. If the investor proposes to sublease land or buildings under the approval of the 

Authority who has interests in such land or buildings; to implement as a part of 

the investment, it shall not be required to apply for the separate land use right. In 

that case, the investor must notify the commission in the prescribed form and 

after that can lease land or building for long term according to section 50 of the 

law and must comply with registration obligations and other applicable law: 

(a) having previously obtained the land use right for the land and buildings; 

(b) abiding the terms and conditions in the land use right; and 

(c) having the right to sublease the land and buildings according to the land 

use right and approval of the government department and government 

organization that have interest of the  land and buildings. 

Chapter X 

Matters relating to Permit, Endorsement, Tax Exemption or Relief, or Land Use 

Right 

136. The Commission may, when the investor applies to it, without limiting any other 

rules: 

(a) vary the permit, endorsement, a tax exemption or relief or land use right, 

which is granted by law with the consent of the investor; 

(b) vary or add any terms and conditions of the permit, endorsement, tax 

exemption or relief or land use right with the consent of the investor; and 

(c) revoke any terms and conditions of the permit, endorsement, tax 

exemption or relief or land use right with the consent of the investor. 

137. The investor may submit the application in writing to the commission with the 

application fee for the variation of the permit, endorsement, tax exemption or 

relief or land use right or conversion of any conditions of the permit, 

endorsement, tax exemption or relief or land use right. 
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138. The following facts are the conditions, whether or not it is expressed in, of every 

permit, endorsement, tax exemption or relief or land use right: 

(a) the information expressed when the investor submits an application to the 

Commission shall be correct; 

(b) except where compliance shall reasonably be excused, each investor and 

applicant shall comply with the presentations and plans submitted to 

support the application; and 

(c) The permit, endorsement ,tax incentive or land use right is granted subject 

to continuing compliance with all applicable law. 

Chapter XI 

Criteria for the Tax Exemption or Relief Applicant  

139.  The investment construction period or investment preparatory period shall be 

counted from the date of approval by the relevant government department or 

government organization for investment construction or preparation. The investor 

shall submit the copy of such approval to the Commission within 10 working 

days from the date of receipt. 

140. The investor shall complete the construction process within the investment 

construction period or investment preparatory period or extended period if so. 

The completion of the construction shall be informed to the commission within 

30 days soon after it was completed. The investor shall commence manufacturing 

or rendering service after the end of investment construction period or investment 

preparatory period. 

141. If the construction or preparatory activities are not completed within the 

stipulated construction period or preparatory period due to credible ground, the 

investor shall apply to the Commission for extension of the construction period 

or preparatory period at least 30 days in advance before the expiry date of the 

original stipulated construction period or preparatory period with the explanation 

for the delay. If the investor applies for extension of the investment construction 

period or investment preparatory period, the Commission may extend the 

investment construction period or investment preparatory period no longer than 

50 percent of the original permitted construction period or preparatory period 

based on the inspection of reasonable circumstances for extension.  
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142. The extension for investment construction period or preparatory period shall not 

be allowed more than twice except the situations of force majeure, including 

natural disasters, instabilities, riots, strikes, State emergency, armed conflict, 

insurgency or outbreak of war and the approval of the Commission because of 

the reasonable ground. 

143. The investment construction period or investment preparatory period shall be 

stipulated according to the terms and conditions of the contract concluded by the 

permission of the Commission for the surveying and feasibility study of 

exploration, extraction, upgrading and operation for the production of 

commercial scale of oil, gas and minerals. 

144. The Commission shall withdraw the permit issued to the investor if the 

construction activity is not completed within the original investment construction 

period or investment preparatory period or extension. The investor shall have no 

right to claim for the reimbursement of remedy, compensation or any other 

financial terms or right to the investor due to withdrawal of the permit. 

145. If the extension of investment construction period or investment preparatory 

period is allowed, the investor shall complete the investment construction or 

investment preparation within such extension. The investor shall submit the 

completion of the construction or preparation to the Commission within 30 days 

from the date of completion.  

146. The commencement date of the commercial operation of any manufacturing or 

service business shall be stipulated as follows: 

(a) the date specified in bill of lading or air consignment note or similar 

documents used in international trade for the export of manufacturing 

business; such date shall not exceed 180 days from the date of completion 

of the investment construction period or investment preparatory period; 

(b) the date of the first income derived from the local sales of the 

manufacturing business; such date shall not exceed 90 days from the date 

of completion of the investment construction period or investment 

preparatory period; 
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(c) the commencement date of service business; such date shall not exceed 90 

days from the date of completion the investment construction period or 

investment preparatory period; and 

(d) If the investment earns income during the investment construction period 

or investment preparatory period, the date on which any tax assessable 

income earns may be regarded as the commencement date of commercial 

operation. The determination of the commencement date of commercial 

operation shall not cause any loss of tax incentives available to the investor 

subject to section 77 (a) and (d) of the Law under the approval of the 

commission.  

147. After received a tax exemption or relief, the investor shall maintain all accounts, 

receipts, records, books, other documents, computer records and other trading 

electronic records for: 

(a) 7 years; or 

(b) the period stipulated by any other applicable law, or longer period out of 

above two periods from the following year of  assessment year in which 

the investor had enjoyed the tax exemption or relief. 

Chapter XII 

Report of the Commission 

148. The Commission shall annually report the completion and development situation 

of the investment permitted by it to the Pyidaungsu Hluttaw  through the 

Government in accordance with the subsection (g) of section 24 of the Law. The 

Commission shall publish the summary of report in Myanmar and English within 

20 working days after submitting the report to the Pyidaungsu Hluttaw. The 

annual report shall include the following facts: 

(a) the investment trend; 

(b) the main activities of the Commission, including the summary of the 

activities of the Investment Monitoring Division and Investment 

Assistance Committee and activities of One Stop Services; 

(c) the summary of settlement for investor grievances; and  

(d) the list of all administrative penalties imposed on investors. 
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Chapter XIII 

Proposal Assessment Team 

149. The Commission shall, in assessing the applications, form the Proposal 

Assessment Team by notification to assist the Commission, which comprises 

with the officers from the Ministries, relevant government department and 

government organization and assign duty to the team. 

150. The Secretary of the Commission or Deputy Director General of Directorate of 

Investment and Companies Administration shall perform as a leader of the 

Proposal Assessment Team. The team leader may issue the guidelines necessary 

to implement efficiently functions of the Proposal Assessment Team. 

Chapter XIV 

Region or State Committee 

151. The Commission shall form Region or State Committee consisting of up to 7 

members with odd number, with the approval of the government;  

(a) the Chief Minister of the Region or State, who will be appointed as the  

chairman; 

(b) the head of the Region or State Committee office, who will be appointed as 

the secretary; and  

(c) other appropriate qualified person from the region or state minister or other 

government department or government organization to be appointed by the 

Chairman of Region or State Committee as member. 

152. The Commission shall issue the procedures to assess the investment to be 

performed within the Region or State. 

153. In assessing the investment within the Region or State, the Region or State 

Committee shall perform in accordance with the Law, rule and procedures issued 

under  rule 152. 

154. The chairman of the Region or State Committee may resign voluntarily during 

the tenure with the approval of the chairman of the Commission if he desires to 

resign. 
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155. If the investment invests up to any monetary amount, by notification, stipulated 

by the Commission, the duties and powers of the Region or State Committee are 

as follows: 

(a) assessing the proposal under proposal assessment procedure and 

recommending whether or not to approve the proposal to the Commission 

to issue the permit; 

(b) assessing the endorsement application under the endorsement assessment 

procedures and  issuing the endorsement; and 

(c) monitoring the investment under the laws, rules and regulations after 

obtaining the permit and endorsement. 

156. The Commission shall only assess the proposal or endorsement application in the 

following conditions: 

(a) investing in more than one Region or State; and 

(b) the investment which may be performed with the approval of the relevant 

ministries out of  the investment restricted by  notification under the 

subsection (d) section 42of the Law and rule 17. 

 157. The investor may also submit an endorsement application to the Commission as 

well as Region or State Committee for investments that the Region or State 

Committees can be issued endorsement under rule 155. 

158. The Commission may: 

(a) assign the Region or State Committee to approve the endorsement and land 

use application; and  

(b) delegate its powers of assessing the endorsement application and the land 

use application to any officers whose minimum level is director of the 

Commission Office or officers of Region or State Committee formed for  

such purpose or the Commission officers. 
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Chapter XV 

Use of the Third Party Service Provider 

159. In accordance with the subsection (j) of section 25 of the Law, the Commission 

may engage an independent contractor, advisor or third party service provider to 

assist it in performing its duties and functions under the Law and these rules. 

Provided that, the Commission shall not delegate any of its powers to such 

independent contractor, advisor or third party service provider. 

Chapter XVI 

One Stop Service  

160. In respect of the following matters, One Stop Services shall be carried out by 

comprising the relevant departments: 

(a) providing guideline to the investors in implementing their investments; 

(b) in implementing the investment, acceptance of the application required to 

be submitted under the applicable law on behalf of the government 

departments or government organizations; 

(c) acceptance the request for information of any measures or decisions which 

may be made by government department and government organization 

under the subsection (a) of section 48; 

(d) assistance to the Investment Assistance Committee to resolve grievances 

and providing assistance to investors; and 

(e) assistance to the Investment Monitoring Division. 

161. If any application submitted for One Stop Service is consistent with all the 

conditions of the relevant application or other submission process, it shall be 

deemed as to be duly submitted. The relevant government department and 

government organization may determine not to accept or reject the following 

applications or other applications for one stop service: 

(a) the application or submission which requires the payment of the fees or 

other type of security to the relevant government department and 

government organization; 
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(b) the application or submission that is inconsistent with or have not been met 

the requirements; or 

(c) no appointment of any officer of the government department and 

government organization to assess the application or submission yet.  

162. One stop service team shall request in writing all information requested by the 

investor under sub rule(c) of rule 160 to the relevant government department and 

government organization. Such government department and government 

organization shall reply in writing within 15 days. 

163. One Stop Service shall be carried out by the team which consists of the 

authorized officers from the following government departments and government 

organizations or any their successors; 

(a) Directorate of Investment and Companies Administration; 

(b) Directorate of Trade; 

(c) Customs Department; 

(d) Internal Revenue Department; 

(e) Livestock Breeding and Veterinary Department; 

(f) Department of Fisheries; 

(g) Department of Agriculture; 

(h) Environmental Conservation Department; 

(i) Department of Mines; 

(j) Department of Immigration and National Registration; 

(k) Department of Labour; 

(l) Directorate of Industrial Supervision and Inspection; 

(m) Department of Urban and Housing Development; 

(n) Directorate of Hotels and Tourism; 

(o) Yangon Electricity Supply Corporation; and 

(p) Other Departments stipulated by the Commission from time to time. 
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164. The Secretary of the Commission shall assign a Deputy Director General to 

administer at the One Stop Service Centre. The Secretary of the Commission 

shall issue the orders and directives of the measures of the One Stop Service 

Centre. 

Chapter XVII 

Investment Assistance Committee 

165. According to the section 27 of the Law, the Commission may form the 

Investment Assistance Committee comprised of the appropriate persons to 

perform the following duties: 

(a) cooperating with the government departments and government 

organizations to effectively implement the investment in accordance with 

the applicable laws; 

(b) receipt of notices according to rule 170; 

(c) receipt of complaint sent by the affected person due to the investment 

project performing with the permit of the Commission; 

(d) assistance, if required, between the investor and the complainant, the other 

affected persons, the concerned persons relating to damages due to the 

investment project performing with the permit of the Commission; 

(e)  notifying about complaint according to above sub rule (c) to the 

Investment Monitoring Division and relevant government department and 

government organization; and  

(f) assistance to the establishment and administration of a grievance or dispute 

mechanism according to subsection (n) of section 25,section 82 and 83 of 

the Law. 

166. The Investment Assistance Committee has the right to perform the following 

matters: 

(a) if it thinks necessary, claim to submit the information of grievance or 

disputes; 

(b) suspension from the performance in the grievance or disputes activities 

until it received the information submitted according to the sub rule (a); 
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(c) request of assistance from departments which carry out the One Stop 

Service; 

(d) consultation with the relevant government department and government 

organization, including explanation of the facts and nature of grievance or 

disputes and advice of ways to effectively settle in accordance with the 

applicable laws after receiving the application from the investor; 

(e) arrangement for meeting of the government department and government 

organization and the investor, if requested by the investor to meet with the 

responsible officials from the relevant government department and 

government organization to  find effective ways to tackle the grievance and 

dispute;  

(f) submission to the chairman of the Commission to consult with the minister 

for focal ministry responsible for the government department and 

government organization, if necessary, for effective settlement before 

prosecuting the investment grievance or disputes occurred between the 

investor and the Union or between each investor according to section 83 of 

the Law in the court or arbitration tribunal; and 

(g)  request legal advice from the Union Attorney General’s Office or external 

experts for the matters of grievance or disputes. 

167. The Commission shall set the detailed process to tackle the disputes relating to 

the following matters before the end of transition period: 

(a) determining the compensation to be paid under sections 52 and 53 of the 

Law and inquiring under section 55 of the Law; and 

(b) use of  the due attempt by the investor to settle amicably in accordance 

with section 83 of the Law regarding the investment disputes  occurred 

between the Union and investor or between each investor relating to the 

investment. 

168. The Government shall suspend deciding the claims referred to the Chapter XIV 

of the Law before completing the process in rule 167. 

169. In implementing the process to be set according to the grievance mechanism of 

section 82 of the Law, the Commission may substitute such organization for the 



42 

Investment Assistance Committee after establishing the organization responsible 

to administer the disputes according to section 83 of the law.  

Chapter XVIII 

Disputes of Investors 

170. The investor shall deliver the notice to the Investment Assistance Committee if 

he has a grievance or dispute matters relating to the following facts: 

(a) a decision made incorrectly by the government department and 

government organization relating to the investment; 

(b) wrongfully refusal on the application to obtain the permit and license, to 

register or to obtain approval, by the government department and  

government organization; or 

(c) causing any legal right, protection or approval void. 

171. The notices sent under rule 170 shall be submitted as follows: 

(a) it shall be in writing; 

(b) it shall be written in Myanmar or both Myanmar and English if desired; 

(c) it shall be signed by the applicant; 

(d) the applicant shall pay the service fees for relevant application; and 

(e) it shall be  attached together with the required documents. 

172. The Investment Assistance Committee may reject to accept the notice that does 

not meet the criteria and shall notify the investor in that case. 

173. The investor may file investment dispute occurred between the Union and 

investor under section 83 of the Law in any court or arbitration tribunal after 

conducting the following matters: 

(a) sending the notice under rule 170; and 

(b) performing the processes prescribed in the rule and notification to settle 

the disputes amicably. 

174. The investor shall settle amicably the investment dispute occurred between 

investors in accord with the agreement and the conditions concluded between 
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them. Unless they reach the reconciliation, they may file investment dispute in 

the court or arbitration tribunal. 

Chapter XIX 

Investment Monitoring Division 

175. The Investment Monitoring Division is mainly responsible to perform the 

following functions: 

(a) receipt of  the submission for amendment of permit, endorsement, tax 

exemption or relief or land use rights; 

(b) to receive the application of the investor obtained the permit or 

endorsement, in order to obtain other approvals relating to investment; 

(c) to receive the report submitted by the investor; 

(d) to receive the complaint sent by the affected person due to investment 

project performing with the permit of the Commission by Investment 

Assistance Committee; 

(e) to inquire into whether or not investor abides by law; 

(f) to make the plan to investigate whether or not the investor comply with the 

duties in section 65 of the Law; 

(g) to submit the suggestion to the Commission to impose the administrative 

penalties according to section 85of the Law; 

(h) to assist when the government department and government organization 

collect necessary information on investors; and 

(i) to receive the information that the investor does not comply with the Law. 

176. It is the role of the Investment Monitoring Division to inspect the investor and 

investment to ensure that he complies with the duties in the permit obtained in 

accordance with the Law. 

177. The investor shall submit the application according to the criteria and procedure 

prescribed in the Law and these rules when he desires to amend the permit or 

obtain the additional approval. 

178. In recommending whether or not any investor should be imposed the 

administrative penalties according to section 85 of the Law to the Commission, 



44 

the Investment Monitoring Division shall submit the report, including with the 

following facts:   

(a) the act or omission of any investor, which causes to breach the law or 

terms and conditions of the permit; 

(b) the steps taken by the Investment Monitoring Division to investigate the 

breach of law or terms and conditions of the permit; 

(c) whether or not to notify the investor about the breach of law; 

(d) whether or not the investor has been requested to remedy the breach of law 

or  terms and conditions of the permit; 

(e) whether or not the investor previously breached the law or terms and 

conditions of the permit or had previously been imposed administrative 

penalties; 

(f) whether or not the investor makes any performance upon the request to be 

remedied the breach of law; 

(g) the explanation of recommended administrative penalty that is 

proportionate to the circumstances of the breach; and 

(h) confirmation of the imposed administrative penalty that is consistent with 

the other imposed administrative penalty on the other similar 

circumstances. 

179. It is the duty of the Investment Monitoring Division to submit the administrative 

penalty to be imposed by the Commission for non-compliance with   the 

condition. Such duty shall not preclude taking action of the other relevant 

government department and government organization for any breach of law. The 

government department and government organization are responsible for the 

applicable laws of the State to be enforced. The Commission may share the 

relevant information of the investor to the relevant government department and 

government organization to set regulations and preservation discipline. 

180. The Investment Monitoring Division may provide the information obtained from 

the investor or investment to the government department and government 

organization in assistance according to the sub rule (h) of the rule 175. The 
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Investment Monitoring Division may request the investor to give the information 

for the objective of rule 175. 

181. The Investment Monitoring Division may request necessary supports, including 

on-site inspections from government departments, government organizations and 

One Stop Service departments. The respective government departments and 

government organizations shall provide necessary information and supports. 

182. The Investment Monitoring Division may request more information from the 

investor and may make on-site inspections to assess the investment. 

183.  The Investment Monitoring Division may request in writing and receive the 

information relating to performances or decisions made under subsection (a) of 

section 48 of the Law from relevant government departments and government 

organizations. The respective government departments and government 

organizations shall reply in writing within 15 working days. 

184.  If the Investment Monitoring Division thinks necessary for the following 

purposes, it may request the investor to provide information or evidences by 

sending notice: 

(a) to monitor whether or not to comply with the conditions in law and permit; 

(b) to confirm the information mentioned in submissions and attached 

documents; and 

(c) to collect statistical information relating to investment which is carried out 

within the Union. 

185. In request under rule 184, the Investment Monitoring Division shall request for 

the only purposes referred in law and these rules and to the required extent to 

carry out the duties of the Commission. Although the investor does not require 

providing unnecessary information to be disclosed, the requested information 

shall be provided within the period prescribed by the Commission. 

Chapter XX 

Responsibilities of Investor 

186. The records and information to be kept under subsection (h) of section 65 of the 

Law are the financial records and information to be kept under the laws relating 
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to company and tax, and shall be kept in accordance with the standards provided 

in those laws. 

187. The power of the Commission to make the inspection under subsection (p) of 

section 65 of the Law includes the right to inspect records relating to the 

investment and to interview any director, manager or employee of the investor. 

188. If it is reasonable grounds that the investor violates the law, the Commission 

shall send the notice to such investor for inspection prior to the inspection in 

accordance with rule 187. 

189. After obtaining the permit, the investor who requires environmental and social 

impact assessments shall submit the required performances on environmental and 

social impact assessments to the Commission along the course of operating 

business. 

190. Investor involved in subsection (q) of section 65 of the Law shall submit the 

confirmation of implementation of  initial environmental impact assessment, 

reporting of the environmental impact assessment, taking the applicable 

certification of environmental conservation, and carrying out environmental 

management programme in accordance with Environmental Conservation Law, 

rules and procedures of environmental impact assessment. The Commission shall 

make the decision whether or not to continue the investment based on its 

compliance. 

191. In transfer of shares or business directly or indirectly under section 72 of the 

Law, if the investor transfers to a person who is not a related body corporate of 

the investor, prior approval of the Commission shall be taken in the following 

matters: 

(a) taking and transferring majority ownership or control of the investor; and 

(b) taking and transferring more than 50% of the assets owned by the investor. 

192. The proposed transferee of share or business under rule 191 shall not carry out 

other activities except the investment contained in permit of the transferred 

business. 

193. In application for prior approval to the Commission under rule 191, the investor 

shall submit the application, including proposed activity to be carried out by him, 

commitment of proposed transferee to meet stipulations prescribed in sub rules 
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(d), (e), (f) and (g) of rule 64 and to comply with the terms and conditions of the 

permit.  

194. Where the application is met with the requirements in rule 193 or the transfer 

does not impact the interests of the Union, the Commission may give its 

approval. 

195. In considering the submission of investor, the Commission may consult and share 

information with relevant government departments and government 

organizations. 

196. The investor obtained a permit or tax exemption or relief shall, within 3 months 

of the end of the financial year, submit an annual report, including the following 

matters in details with prescribed form to the Commission: 

 (a) the progress in implementing the investment; 

(b) the following material variations for the investment in implementation of 

the description in the application: 

(i) whether or not change of the amount of the investment and  capital 

investment; 

(ii) whether or not change of the investors and shareholders or 

beneficiaries in the investment; 

(iii) appointment of  employment for the investment; 

(iv) impact of the investment on the environment and local community; 

and 

(v) whether or not change of the land use right and land or use of land in 

the investment; 

(c) how the investor and the investment are supporting the objectives of the 

section 3 of the Law;  

(d) the compliance with the terms and  conditions of the permit by the investor 

and reason for omission, if omitted to comply with; 

(e) the business licenses,  permits and approvals obtained by the investor from 

the date of approval or submission of previous annual report;  
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(f) how the investment being carried out with the responsible and sustainable 

commitment; 

(g) in the case of investor obtained tax exemption or relief: 

(i) within one year, the estimated value of the tax exemption or relief 

claimed or value of the tax exemption or relief which has been 

enjoyed by him and classification of types of tax exemption or 

relief; 

(ii) the recalculation and reimbursement of tax exemption or relief under 

these rules or confirmation that no such  recalculation and 

reimbursement is required; 

(iii) the confirmation of the applicable zone of the investment if the 

investor enjoyed the exemption under section 75 of the Law; and 

(iv) the export earning of the investment; 

(h) the audited financial statements of the investor; and 

(i) other requirements prescribed by the Commission. 

197. The investor shall, during the operation period under the permit of the 

Commission, submit business report quarterly in the form prescribed by the 

Commission. 

198. The investor shall describe information relating to sublease or mortgage of right 

to use land, transfer of share or business under section 72 of the Law in business 

report. 

199. The investor shall publish the summary of the submitted report under rule 196for 

public awareness on his website or website of the Commission within 3 days 

from the date of the submission. If it is published on the website of the investor, 

the website address shall be notified to the Commission. 

200. The investor who obtains the land use right: 

(a) shall conclude the  land or building lease agreements related to the land 

use right and submit the details to the Commission; 

(b) shall submit the details to the Commission, if the period of land or building 

lease agreements related to the land use right is extended; and 
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(c) shall obtain the approval of relevant government departments and 

government organizations for change of land use related to the land use 

right and shall submit a copy of the respective documents to the 

Commission. 

201. The Commission may prescribe other reporting stipulations, as it thinks, 

necessary for all sector or particular sector of the investment to be provided by 

the investor periodically or temporarily. 

202. The investor shall comply with all terms and conditions in the permit and other 

applicable laws when the investment is carried out. 

203. The investor shall fully assist the negotiating processes with the relevant 

government departments and government organizations for the affected persons 

due to investment plans. 

204. The responsibilities of the investor under the Law shall apply to the only extent 

of the laws of the Union except as expressly provided in these rules or 

subsequent amendment rules or notifications. Additional responsibilities shall not 

be imposed again on the investor without contrary to other laws of the Union. 

205. The provisions of the sections 69 and 70 of the Law shall only apply to contracts 

to be initially obtained permit or endorsement before entering into relevant 

contracts by the investors. Such provisions shall not apply to contracts concluded 

under the ordinary course of the establishment or operation of the investment. 

The contracts applied to such sections of the Law shall be concluded in accord 

with the permit, endorsement or approval for extension or amendment. 

206. If the investor desires to appoint expert foreigner as senior manager, technical 

and operational expert or advisor according to subsection (a) of the section 51 of 

the Law, he shall submit the application attached with passport, expertise 

evidence or degree certificate and summary of biography of such foreigner to the 

Commission and obtain the approval. 

Chapter XXI 

Transfer of Funds 

207. The responsibilities of the investor in sections 57, 59 and 61 of the Law shall 

apply to the only extent of the laws of the Union except as otherwise expressly 
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provided in these rules, subsequent supplement rules or notifications. These 

sections do not contrary to other laws nor impose additional obligations on the 

investor. 

208. In the rights enjoyed by Myanmar citizen investors for transfer of funds under 

section 58 of the Law, transfer of dividends includes. 

209.  Without limiting section 59 of the Law, the foreign investor shall submit the 

application, including all information relating to tax obligations, the proposed 

transfer of funds and the proposed manner to be operated to obtain approval to 

the Commission if the following matters arise: 

(a) proposing to transfer of types of funds referred to in subsections (c), (e)  

and (f) of the section 56 of the Law; and 

(b) obligations to pay tax in the Union or remains to perform the 

responsibilities that are likely to be and occurring disputes.  

210. The Commission shall issue its approval if the transfer under the matters in rule 

209 does not impact the interests of the Union. In considering the submission of 

the investor, the Commission may consult and share information with other 

relevant government department and government organization. 

211.  The legal permit referred to in section 60 of the Law means any approval or 

authorization issued by relevant government departments and government 

organizations which permits a person to earn income or carry out business within 

the Union. 

Chapter XXII 

Insurance 

212.  The investor obtained the permit or tax exemption or relief shall insure the 

relevant insurance out of the following types of the insurance at any insurance 

business entitled to carry out insurance business within the Union based on the 

nature of the business: 

(a)  Property and Business Interruption Insurance; 

(b)  Engineering Insurance; 

(c)  Professional Liability Insurance; 
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(d) Bodily Injury Insurance; 

(e) Marine Insurance; or  

(f)  Workmen Compensation Insurance. 

213. This rule shall not limit the responsibilities of the investor who shall insure any 

other insurance due to insurance policy required under other applicable law. 

Chapter XXIII 

Stipulation of Service Fees 

214. According to section 26 of the Law, the Commission may prescribe service fees 

to be charged by the investors for the performance of relevant functions, 

including application fees and service fees for issuance of permit, endorsement, 

tax exemption or relief and the land use right. The Commission: 

(a) shall issue rate of current service fees in Myanmar and English on website 

used by it; 

(b) shall describe rate of current service fees at any prominent places of the 

Commission; 

(c) shall not charge other fees except service fees issued in schedule of service 

fees; 

(d) shall charge service fees without nondiscrimination by compulsory system 

in accordance with rule 215; and 

(e) shall issue receipts upon the payment of the applicable fees. 

215. The Commission may stipulate differential service fees or relief from service fees 

according to the type and size of investment based on just and fair provisions. 

Chapter XXIV 

Administrative Penalties 

216. Any administrative penalties imposed under section 85 of the Law shall be 

proportionate to the circumstances of the breach and shall be consistent with 

administrative penalties imposed on other investors in similar circumstances. 

217. Before imposing any administrative penalty, the Commission: 
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(a)  shall analysis the report submitted by the Investment Monitoring Division 

under rule 178; 

  (b)  shall decide on the proposed administrative penalty; 

(c)  shall send the investor notice, including the following facts under 

subsection (b)  of the section 85 of the Law: 

(i) the act or omission of the investor which constitutes the breach of 

the law or the terms and conditions of the permit or endorsement or 

tax exemption or relief or land use right; 

(ii) administrative penalty to be imposed; and 

(iii) the reasoning for such decision; 

(d)  shall describe in writing the steps which the investor shall remedy the 

breach and prescribed period in which the investor complete such steps in 

the notice, if it believes that the breach is capable of remedy by the 

investor; 

(e) shall describe the conditions to be performed to revoke the temporary 

suspension in the notice if the proposed administrative penalty is a 

temporary suspension under clauses (ii) and (iii) of subsection (a) of the 

section 85 of the Law; 

(f)  shall, if it is credible evidence that any associate or other person involves 

in the breach and the Commission desires to impose administrative penalty 

on such person, describe full name of such person to be included in the 

blacklist of business under clause (5) of the subsection (a) of the section 85 

of the Law; and 

(g)  shall prescribe the period not less than 10 working days from the date of 

receiving the notice for responding the notice and the administrative 

penalty required  to be imposed under subsection (b) of the section 85 of 

the Law to the investor. If the Commission believes that there is reasonable 

ground to take immediate action due to the effect of the breach, it may 

reduce such prescribed period. 

218. In resolving and submitting the notice issued under rule 217, the investor shall 

submit whether to be just and fair of the extent of the breach and administrative 
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penalty or commitment to comply with the steps prescribed by the Commission 

to remedy the breach within the period prescribed in the notice. 

219. The Commission shall notify final decision to the investor if the resolving and 

submitting of the investor are accepted and considered under rule 218 or if the 

resolving and submitting is not made until end of the period prescribed in the 

notice or if the Commission imposes any different penalty from initially proposed 

administrative penalty or if it does not take action. 

220. In the notice under rule 219, date of commencing effect of penalty shall be 

described. The Commission shall notify the investor, other relevant person or 

organization and relevant government department, government organization at 

the instant of receiving final decision under rule 219 and subsection (b) of the 

section 86 of the Law and shall arrange the necessary activities. 

221. Any person who has been imposed with the penalty shall comply with the 

administrative penalty as final decision. 

222. The Commission may remove the investor or associate from the blacklist referred 

in clause (5) of the subsection (a) of the section 85 of the Law where the 

Commission believes that there is reasonable ground to be the interests of the 

Union and that no further breach of the Law and other applicable law is 

demonstrated by the investor or associate. 

223. The Commission may recommend to the relevant government departments and 

government organizations to prosecute or take action the investor in accordance 

with the laws of the Union. 

Chapter XXV 

Transitional and Miscellaneous Provisions 

224. The permit issued to the investor under the previous Investment Laws shall 

continue to be effective until the permit expires in accordance with the provisions 

of the section 93 of the Law. The investor shall be entitled to continue carrying 

out the investment and enjoys the benefits of the investment in accord with the 

terms and conditions of the permit. 

225.  Although the investor has enjoyed the exemption and relief in accord with the 

permit under the previous Investment Laws, if he desires to enjoy other benefits, 



54 

he shall submit the application to obtain the exemption and relief in accordance 

with the Law. 

226. The investor obtained permit under the previous Investment Laws shall be 

deemed to have been obtained the permit for the purposes of the Myanmar 

Investment Law and shall comply with the provisions relating to maintenance of 

the permit. 

227. At the date commencing effect of these rules: 

(a) the investor who is operating the investment involved in section 42 of the 

Law; and 

(b) the investor, who does not obtain legal permit in respect of an investment, 

including the types of investment referred in section 93 of the Law, shall 

take appropriate steps during the transition period to ensure the compliance 

with the Law and these rules. Provided that, if the investor requires for 

sending the notice for the restricted investment activity under rule 23, the 

notice shall be sent only if the investor is the foreign investor. 

228. In the calculation of monetary amount described as USD in these rules with 

Myanmar kyat, it shall be calculated according to the set exchange rate of the 

Central Bank of Myanmar at that time. 

229. In the exercise of powers of the Commission under section 100 of the Law, it 

may, by notification, amend and prescribe the monetary amount or other 

quantitative measure prescribed in these rules from time to time. 

230. The investor who makes the investment under the Law may import machinery 

equipment, goods or material relating to the investment, complying with other 

applicable laws without any specific approval from the Commission. 

231. If a license or other approval is required under applicable laws to import under 

rule  230, relevant government departments and government organizations shall 

proceed the application of the investor and issue a license if the requirements 

under applicable laws are met. 

232. If suspension of investment is due to the following circumstances, it shall not 

apply to provisions in section 68 of the Law relating to tax exemptions or relief  

which had been enjoyed under subsections (a) or (d) of the section 77of the Law: 
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(a) sale or transfer of the investment to other investor who intends to continues 

the investment; or 

(b) the investment being abolished involuntarily without his consent. 

233.  In respect of subsection (b) of the section 48 of the Law: 

(a) if the investor reasonably believes that the Commission  made incorrect 

decision in respect of an application due to omission to undertake in 

accordance with the stipulations relating to making decision provided in 

these rules, he may request in writing the explanation to the chairman or 

authorized person or organization for such matters; 

(b) in request the explanation under subsection (a), the investor shall request 

the explanation within 15 working days from the date of decision made by 

the Commission; and 

(c) the chairman or other authorized person or organization shall review the 

request for explanation of  the  investor with the cooperation of the 

Commission and shall notify in writing to the investor referring such 

matter back to the Commission for reconsideration or he shall proceed 

according to the decision of the Commission.  

234. These rules shall not apply to investors or investments made under the Special 

Economic Zone Law. However, if the investor, who has enjoyed or enjoyed the 

income tax exemption or relief under the permit or endorsement of the 

Commission, desires to move such investment into the special economic zone, 

the income tax exemption or relief, which has already been enjoyed, shall set off 

from income tax exemption or relief to be enjoyed in special economic zone. 

235. If the investor or investment has already enjoyed tax exemptions or reliefs under 

this Law, tax exemptions or reliefs shall not be entitled again under this Law. 

236. The duty to obtain permit under section 36 of the Law shall not apply to the 

investor who has obtained all required permits and licenses and has already 

complied with all requirements under the laws of the Union to commence 

implementation or operation of investment prior to coming into effect of these 

rules, including permit under the Foreign Investment Law or the Myanmar 

Citizens Investment Law. 
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237. Notwithstanding anything contained in rule 236, if the investor, who has already 

commenced implementation of the construction or investment before these rules 

coming into effect, makes any changes to investment and such change which are 

separately from the original investment and involves in the investment required 

to obtain permit, the investor shall submit proposal to obtain permit before 

making such changes to investment. 

238. The proposal or endorsement application is not required to be submitted to the 

Commission in case where Myanmar citizen investment which obtains permit or 

endorsement is changed into foreign investment or vice versa. 

  

Union Minister 

Ministry of Planning and Finance 




