ミャンマー日本国大使館付属ヤンゴン日本人学校

新校舎建設（B 棟跡地）御協賛企業一覧
校舎建設にあたり、次の企業様よりご寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございます。

2018 年 4 月 23 日付確認

ALSOK CONSULTING CO., LTD.

TOTO ASIA OCEANIA PTE.LTD.

王子アジアパッケージング

ゴールデン東急コンストラクション株式会社

ゾーコ―サービス株式会社

Earth Tamura Electronic Co., Ltd.

YAMAJYUU CO., LTD.

株式会社大林組

ゴールデンヒルタワー株式会社

双日株式会社

EBARA (THAILAND) LIMITED

株式会社アクティオ

岡谷鋼機株式会社

株式会社サイトラベルサービス

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

ECL MYANMAR CO., LTD

アスモ ミャンマー株式会社

オリエンタルコンサルタンツジャパン

サタパナ銀行

第一生命ホールディングス

GOLDENDOWAECOSYSTEM

アール・ケイヤンゴンスチール

鹿島建設株式会社

サムエンジニアリングカンパニー

大成建設株式会社

GOSHU-A1ECOBUSINESS CO., LTD.

アジア大洋州住友商事会社

兼松株式会社

サンテック ミャンマー

タイ明電舎

GJC MYANMAR LTD.

アミウェイズ株式会社

カルソニックカンセイエンジニアリング

(株)ジェイサットコンサルティング

太平電業株式会社

HONGO TSUJI CONSULTING MYANMAR CO., LTD.

株式会社安藤・間

株式会社関電工

ジャパン・アウトソーシング・サービス

太陽生命保険株式会社

IHI アジアパシフィック社

イオン株式会社

(株)建設技術研究所（CTI ミャンマー） 商船三井ロジスティクス（株）

大陽日酸株式会社

JFE エンジニアリング株式会社

イオンクレジットサービス株式会社

キリンホールディングス

（株）商船三井

大和証券グループ

JFE 商事

イオンモール株式会社

株式会社近鉄エクスプレス

神鋼商事株式会社

ダイワハウス工業株式会社

JTB ポールスター

一般社団法人海外産業人材育成協会

株式会社 きんでん

振興電気株式会社

高砂熱学工業株式会社

KDDI ミャンマー

いすゞトラックサービス

楠原輸送株式会社

シンガポール住友林業

タステック・ミャンマー株式会社

KoyoradMyanmarCorporation

伊藤忠商事株式会社

株式会社 クボタ

シンセイ ナンタウ

ダイキン工業株式会社

NANA CHART TRADERSCONSOLIDATION LTD.

伊藤忠丸紅鉄鋼シンガポール会社

株式会社 クボタ工建

新日本空調

株式会社 玉井設計

株式会社 NIPPO

ウィン アヅマ ロジスティクス株式会社

株式会社 熊谷組

株式会社シンプルズ

千代田＆パブリックワークス

NTT コミュニケーションズ

（株）宇徳

計測技研ミャンマー

スズキ（ミャンマー）モーター

株式会社ティーアンドアール

SAGA 国際法律事務所

エイチ・アイ・エス

ケイライン ロジスティックス

鈴与タイランド株式会社

株式会社テクノ菱和

SANYOENGINEERING&CONSTRUCTION INC

株式会社エクセ

ケルビンチアヤンゴン

住友電工タイランド

鉄建建設株式会社

SCS 国際会計事務所

エーシーエ コンサルティング

株式会社 鴻池組

スーパーホテル

テルモシンガポール

T. W. Y. 株式会社

エフシースタンダードロジックス（株）

コニカミノルタ

セントラルコンサルタント株式会社

デロイトトウシュミャンマー

TMI 総合法律事務所

エフワン アジアミャンマー

五洋建設株式会社

全日本空輸株式会社

戸田建設株式会社

※敬称略・ABC・五十音順。また、網掛けは新規納入企業様。
※記載がない場合は、お手数をおかけして申し訳ございませんが、ヤンゴン日本人学校までご連絡ください。
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豊田通商株式会社

バゴー スポーツ グローブ

フリックスインターナショナル

ミャンマーセコム株式会社

株式会社レオパレス 21

トヨタ自動車株式会社

株式会社阪急阪神エクスプレス

古河システム＆ソリューションズ

ミャンマースターツコーポレートサービス株式会社

ロジテムミャンマー

東京エンタープライズ株式会社

阪和興業株式会社

ベルボンミャンマー株式会社

ミャンマータサキ株式会社

東光エンジニアリング株式会社

パナソニックアジアパシフィック

ホウワミャンマーカンパニー

ミャンマー ナラ エーペックス トラベル＆ツアーズ

東京海上日動火災保険株式会社

日立アジア

マイケア ユニチャーム

ミャンマー日本通運株式会社

東洋建設株式会社

日立ソーエレクトリックアンドマシナリー

マニーヤンゴンリミテッド

ミャンマー富士ピーエス株式会社

内藤建設株式会社

日立造船ミャンマー株式会社

丸紅株式会社

ミャンマーユタニ株式会社

ナガセタイランド

株式会社フォーバル

みずほ銀行

株式会社ミライト・テクノロジーズミャンマー

長田ミャンマー株式会社

深松組

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社メトロコンピュータ

日揮株式会社

フクダ・アンド・パートナーズ

三井住友銀行

モデアミャンマー エンジニアリング

株式会社 日新

富士電機株式会社

三井住友建設株式会社

森・濱田松本法律事務所

日新運輸（ミャンマー）株式会社

株式会社フジクラ

三井物産株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社

日鉄住金物産株式会社

富士ゼロックスアジアパシフィック

ミツイワエースエンジニアリング

株式会社ヤクルト本社

西澤株式会社

株式会社 フジタ

三菱商事株式会社

山万株式会社

西日本鉄道株式会社

富士通株式会社

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

ヤンゴンインターナショナルホテル

ニッケンインターナショナル

フジトランス ミャンマー

三菱電機株式会社

ヤンゴン・スズキ株式会社

日本工営株式会社

不二熱学工業株式会社

ミャンマー DCR 株式会社

ヤンマーミャンマー株式会社

日本国土開発株式会社

藤の坊・太平エンジニアリング

ミャンマー味の素食品社

株式会社 UCS ミャンマー

日本三思会メディカルサービスセンター

富士古河 E&C (ミャンマー)

ミャンマー 梓 株式会社

株式会社ユアテック

日本電気株式会社

株式会社 藤本

ミャンマーエムケーヘラクレス

株式会社 横河ブリッジ

日本ヴァリュアーズ株式会社

復建調査設計株式会社

ミャンマータケウチ株式会社

横河ミャンマー株式会社

ニュージェック ミャンマー

ブリヂストンアジアパシフィック

ミャンマー サンライズ

りんかい日産建設株式会社
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