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政党とは社会組織です。
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　あなたが買い物をする時、現金かクレジットカードで支
払いをするだろう。カナダや韓国ではスマートフォンを決
済端末に近づけるだけで支払いが完了する。リオデジャネ
イロオリンピックの時はブレスレット、平昌オリンピック
の時は手袋を機械に近づけて支払いを済ませる方法が登場
した。ブレスレットや手袋の中に専用のチップが内蔵され
ていて、近づけるだけで決済ができる。これにより長蛇の
列ができること無く、時間が節約される。
“ 今日では、技術革新が消費に現金を使わない機会を私達
にもたらしており、一部の国ではキャッシュレス・エコノ
ミー（Cash-Less economy）が現実のものとなってい
る。”
　電子決済（Digital Payment）は、経済におけるお金の
流れを早くするほか、時間を大きく短縮する。また、賄賂
対策にも大きな影響を与える。商品やサービスにおいて、
売り手と買い手がカードではなく手数料なしで口座から口
座に振り込む自由を時代は必要としている。

電子マネー（Digital Money）
　通貨とは商売上の交換ツール、価値の容器、決済におけ
る単位である。通貨を必要な商品やサービスと交換する。
通貨を保管し必要なものをそれで買う。商品の価値を価格
と比較する。私たちが理解している通貨とはモンゴル銀行
が発行し、承認したトゥグルグの紙幣である。この紙幣を
もってモンゴル全土で取引が行われる。
　技術革新に伴い電子決済の機会が開かれた。クレジット
カード、プリペイドカード、電子送金、決済端末での読み
取りなど、現金を使わずに支払いができるようになった。
だが、ここでは売り手と買い手は必ず銀行口座を持ってい
なければならない。

電子決済時代 の到来
　しかし、今日では銀行口座を持っていなくても支払いを
完了できる技術的手段が確立された。それは電子マネーと
呼ばれるものである。これは特別なカードまたはスマート
フォンに電子的なデータで保管されたお金の価値である。
この電子マネーはインターネットを介して現金と同様に売
り手に振り込むことができる。香港ではオクトパスという
カードがある。このカードは現金をチャージして公共交通
機関やコンビニエンスストア、ファーストフード店、ガソ
リンスタンド、コーヒーショップなどで使用することがで
きる。韓国ではUpassカード、ロンドンではオイスターカー
ド、ウランバートルでは Umoney というカードが公共交
通機関で使用できるようになった。これらの電子マネーは
全てその国の中央銀行で承認された通貨が使われる。
　最近では第 2 の電子マネーが出てきた。これは仮想通貨

（Cryptocurrency、その一つがビットコイン）である。こ
の種の電子マネーは、ある国の通貨ではなく、法的に位置
づけられた貨幣ではない。第 3 者が介入しない。つまり当
事者が相互に支払いを直接暗号にして行うため、セキュリ
ティが非常に高い。しかしまだ仮想通貨をその国の通貨に
交換することは容易ではない。
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2018 年 6 月 13 日

電子決済（Digital Payment）
　電子決済はモンゴルの社会生活に一層広まっている。モ
ンゴル銀行の 2017 年の報告書によれば、モンゴル人が決
済に使うカードは 380 万枚発行されている。そのうちの
170 万枚が積極的に使用されている。カード全体の 240
万枚がウランバートル、残りの大部分の 10 万枚がセレン
ゲ県で使用されている。カード全体の 72％がトゥグルグ
のデビットカード、16％が VISA カード、10％が銀聯カー
ドである。全国でカード決済のために設置された POS 端
末は 27,304 台、mPOS 端末 3,499 台、POB 端末 2,031
台、ATM は 1,897 台、その他の機器 41 台が設置されて
いる。これらの端末を通じて 2017 年第 4 四半期には 6 兆
4 千億トゥグルグの決済が行われた。これは前年比 71％
の増加となる。
　カードによる決済は手数料が掛かるが現金より早く、手
間がかからないというメリットがある。ユーザーがカード
を購入する時に発行手数料が掛かる。カード決済時に売り
手は 1 〜 3％の手数料を銀行に支払う。
　金額が 100 万トゥグルグ未満の決済は小口決済に位置づ
けられる。100 万トゥグルグまでの取引にはクレジット振
込、インターネットバンキング、モバイルバンキングで決
済が行われる。クレジットカードは ATM、POS 端末、ネッ
トショッピング、電子マネー及び一部政府機関のサービス
料金の支払いなどに使われる。2017 年では、小口決済が
3,000 万件、総額 3 兆 9 千億トゥグルグ、クレジットカー
ドによる決済が 9,800 万件、3 兆 8 千億トゥグルグだった。
ピーク時には 1 分間に 500 件も取引が行われたとモンゴ
ル銀行が発表した。
“ これら全ての決済は、モンゴル銀行の全国電子取引セン
ター（Clearing house）のシステムを通して行われ、モ
ンゴル銀行は各取引から手数料を徴収している。各銀行は
小口決済から160トゥグルグ、その他の決済から200トゥ
グルグ、高額決済から 300 トゥグルグの手数料をモンゴ
ル銀行に支払っている。手数料によるモンゴル銀行の収入
は 2016 年 50 億トゥグルグ、2017 年は 68 億トゥグル
グであった。”

新規参入
　金融システムの技術革新が銀行、ノンバンクだけでなく
通信事業者、オンライン販売業者など、希望すればどんな
企業でも参入できるようになっている。モンゴル銀行は、
銀行間で行われる小口決済システムを国際標準にするた
め、自動クリアリングハウス（ACH+）を導入しようとし
ている。2019 年から決済を ISO20022 規格、口座番号
を IBAN コード国際規格に統一して行うようにシステムを
作るようだ。これらの国際基準を満たした銀行以外の企業、
電子マネーや決済サービスを提供する組織は、ACH ＋シ
ステムに直接接続され決済を行うようになる。
　いずれにしてもモンゴルでは電子決済を加速させる包括
的な政策があって初めてキャッシュレス・エコノミーが実
現する。電子決済の手数料を現金決済より低く設定しなけ
ればならない。モンゴルのように国土が広く人口密度が低
い国で全ての人々に金融サービスを届けるために 2G 回線
があればショートメッセージで取引ができる環境になって
きている。また、銀行の支店、カード、端末を通さずに携
帯電話で決済や振り込みができるようになっている。
“ モンゴルには電子決済、電子金融サービスにおける革新
の時代が到来しつつある。”
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デファクト インタビュー
モンゴル語・英語・ロシア語でのインタビュー

D. ダシプレブ
国際研究大学学長

モンゴル国家勲章受章教授

J（ジャルガルサイハン）:　今日のモンゴルの社会における
問題について話をしたいと思います。あなたは長年哲学を
研究し、その分野で功績を残してきました。モスクワで博
士号を取得し、インドのジャワハラール・ネルー大学で教
鞭を執りました。また、海外での講演経験も多数あります。
1996 〜 2000 年には国会議員も務めました。モンゴルは
民主主義国家となり 27 年が経ちます。あなたは今の社会を
どう見ていますか？
ダシプレブ :　私は楽観視しています。これには多くの理由
があります。今は私の世代の人間は少ないですが、社会主
義の長所も短所も経験してきたので良く分かります。1990
年の民主化運動は世界中の波であって、私たちが先頭に立っ
て起こしたことではありません。モンゴルはこの波の影響
を受け、新しい社会に踏み出しました。基本的に正しい方
向に歩んでいると思っています。なぜならば、人権と自由、
透明性を得ることができたからです。公平性や誠実さにお
いてまだ改善の余地もありますが、社会はこれからより発
展すると信じています。社会主義時代には戻らないと信じ
ています。

J:　人道的に生きるとはどういうことでしょうか？
ダシプレブ :　国というより人間の行動に関する社会道徳、
哲学的なことを言います。簡単に言えば、人間として人間
らしく生きることを言います。

J:　道徳とは物事の価値観から始まります。人々の価値観は
絶えず変わります。過去 20 数年で変わってきています。こ
の変化をあなたはどのように見ていますか？
ダシプレブ :　科学的な見地から厳しく言うと、私たちは資
本を重視した社会、つまり資本主義に入りました。ロシア
は 70、80 年間、モンゴルもそれと同様に社会主義を歩ん
できました。今私たちが社会主義に戻る根拠はどこにもあ
りません。そもそも資本主義と社会主義の理論は異なりま
す。もし、私有財産を認めなければ所有というものがなく
なります。

http://jargaldefacto.com/category/8

政党とは社会組織です。
もし、政党に正義がなければ
離れなければなりません。

D. ダシプレブ氏はモスクワのロシア科学アカデミー哲学研究所で博士号を取得しました。
長年に渡り主にモンゴルの哲学史と社会哲学について研究しています。

また、公共で所有するとなればその社会に発展は望めませ
ん。そこには横領、社会に害をもたらす悪事が横行するよ
うになります。

J:　社会には所有財産なくして発展なしという考えがありま
す。今日のモンゴルでは国有財産は誰のものでもない状態
です。国ではなく政党が所有する財産になってしまってい
ます。これについてあなたはどう思いますか？
ダシプレブ:　私は国有財産を否定しません。国有財産があっ
ても良いと思います。資本主義国では国有財産は大きなも
のです。だから国有財産を市民の監視の下、その利益を市
民が受けるべきです。しかし、モンゴルでは資本主義に移
行する時、こういった議論なしで移行してしまいました。

J:　政府という名の下で決定権を有する者がより裕福になっ
ています。だから若者は政府を信用していません。人々の
価値観が変わっています。このことをあなたはどう見てい
ますか？
ダシプレブ :　私は 1990 年代後半に著書に書きました。所
有権が変わるプロセスにはいくつかの理論があります。所
有権を変える様々な理論的方法があります。しかし、モン
ゴルではそういった理論的方法が用いられず、社会民主主
義の原理で行われてきました。言い換えれば、力がある者
がより大きなパイを取ることを許してしまったと思います。
皆が同じスタート地点に立っているという幻想的な理想主
義がありました。しかし、全員が同じスタート地点という
ことはあり得ません。モンゴル政府は 1990 年代に国有企
業を民営化するプロセスで株式というものを作り国民全員
に渡しました。当時は社会主義時代に作り上げた国有財産
を平等に分け合うということでしたが、今ではそれらの株
式に価値はなく単なる「嘘」でしかなかった。当時の政治
家は国有財産を計画的に民営化すべきだったと思います。
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2017 年 9 月 2 日のデファクトインタビューの内容を一部省略しました。
インタビュー全部を

http://jargaldefacto.com/article/d-dashpurew-dashpurev-danzankhorloo
リンクにてご覧いただけます。

J:　当時はみんな貧しく 100 ドルも持っていなかった人は
ザラでした。しかし、国有財産を民営化する動きが始まっ
た当時、国有財産を私有にできた人たちがある程度資本を
蓄えたから今日の発展の基盤が作られたと思いますか？
ダシプレブ :　当時ズル賢く横領した人たちは貯蓄ができた
と思います。しかし、これを発展のためと無視するかどう
かが問題だと思います。なぜならば、法治国家として犯罪
が無効になってはいけません。たとえその犯罪が時効になっ
たとしても、その人の名誉、子どもたちに何らかの形で影
響するからです。

J:　モンゴルは腐敗に溺れていると言われています。私たち
は腐敗をどのようにして止めますか？
ダシプレブ :　社会における一般市民の監視を強化すべきで
す。マスコミは正義と透明性をもって動くべきです。

J:　人口の 20％が貧困で 30％が今日の食事にありつける
かどうかの生活をしています。貧困が腐敗を招く間接的要
因があります。どうすれば良いですか？
ダシプレブ :　今の社会の仕組みが良くないのは確かです。
人々は正義感のあるヒーローが出てきて全てを良くしてく
れると考えているようです。しかしこれは幻想でしかあり
ません。できることは、人々が正しい法律を要求して初め
て法律が施行されるようになると思います。

J:　モンゴルのマスコミは政治家に握られています。国民は
何が本当で何が嘘かを区別できなくなってしまっています。
これもどうすれば良いですか？
ダシプレブ :　国民は嘘を見抜くようになっていると思いま
す。法律を尊重し、守っている人たちはいます。その人た
ちを全員が支持すべきだと思います。

J:　そのためにはすべての人が法律を尊重し守るようになる
べきです。しかし、政治家は法律を自分たちの都合の良い
ように「作って」います。これはどうしますか？
ダシプレブ :　あなたは前に人民党の中で分裂が生じた
と言っていました。これは社会における分裂の現れです。
1990 年から誤って歩んできたことはあります。東ヨーロッ
パの社会主義諸国は民主主義に移行する時、共産党を解党
しました。モンゴルも解党させるべきでした。政党に対す
る人々の考え方は社会主義時代のままです。政党とは社会
組織です。もし、間違っていれば正さなくてはいけません。
政党の力で上手くいっている人たちにとって政党は良いも
のだと思います。しかし無所属の議員には全く関係ない。だ
から政党に正義がなければ離れなければなりません。また、
モンゴルの隣国であるロシアと中国の権威主義の影響もあ
ると思います。

モンゴルは 2 つの大国に挟まれている小国です。しかし、
私たちはできるだけ正しい方向に発展して行かなければな
りません。

J:　あなたは 2000 年の憲法改正に反対していました。今
17 年経ちどう考えていますか？あなたの考えは正しかった
と思いますか？
ダシプレブ :　私は自分の考えを信じています。なぜならば、
当時の憲法改正の理由は本当に小さなものでした。当時の
憲法改正は政府の立場を危うくする危険性をはらんでいま
した。一握りの人たちの利益を守るためだけに憲法改正が
行われたのです。

J:　その結果、民主主義の柱となる 3 つの制度のバランス
が崩れてしまいました。
ダシプレブ :　憲法改正には国民も積極的に参加しました
が、殆どを経験ある外国の専門家たちが原文を作成しまし
た。当時の憲法には三権分立の原則が反映されていました。
しかし、それを憲法改正で崩してしまいました。制度とは、
主軸となる原則を崩してしまうと他のものも崩れるもので
す。1924 年、憲法の原文をロシアが作成しました。私た
ちは未だに自分たちの手で憲法を作っていません。モンゴ
ル人が作った初めての憲法と言えばイフ・ザサグです。そ
の後、フビライハンの時代に中国の法律が多く入ってきま
した。当時のチベットや中国の優秀な人たちに作らせたの
で、中国の法律の影響が大きかったのです。歴史的にみれば、
フランスの哲学者モンテスキューより前のフビライの時代
に政治権力の分立はあったのです。当時は政治権力を 4 つ
に分けていました。これには、王の権力、教師の権力、政
治家の権力、儒教を教える僧侶の権力とあります。

J:　宗教はモンゴルの社会形成、道徳、価値観において影響
を及ぼしますか？
ダシプレブ :　仏教については改革が必要です。例えば、寺
院で唱えられるお経はモンゴル語で読まれるべきです。寺
院にいる僧侶は正式に結婚し、家庭をもつべきだと思いま
す。中世のチベットの原則はチベットには適していました。
しかし、現代のモンゴルには合いません。ですから寺院の
組織構造を変えて現代化する必要があると思います。
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“ 国会は国家登録関連法案を協議している。政府は国家登
録関連法を民間及び法人登録法、財産登録法と一緒に国会
に提出した。法案を作成しているワーキングチームは登録
に関連する問題をより明確に定義し、法律条項の重複を無
くすと言っている。法案が可決成立すれば国民に時間と手
間がかからない電子登録システムに移行する一歩となる。
また、政府が保管している情報を都度請求する必要がなく
なるとワーキングチーム座長である国会議員 Ts. ムンフ・
オリギルが発表した。”
　この法案は政府の基本的義務に関するもので、モンゴル

国憲法改正に次いで大きな意義がある。政府には 3 つの基

本的義務がある。それは国民の安全、自由、財産の保護で

ある。政府はこの 3 つの義務を果たすために何を守らなけ

ればならないかをしっかり理解する必要がある。

　この法案が可決成立することによって、モンゴルに経済

的イノベーションが生じる。政府と関連する全ての情報収

集、手続きのサービスが迅速に行われ、現在政府庁舎を取

り囲む渋滞がなくなる。行政サービスの 70％が登録に関

連している。証明書、財産の所有者変更などの登録業務だ。

　もし、この法案が可決されれば政治家が横領している財

産には所有者がつき、隠された経済が表に出てくるとみて

いる。財産は公共、民間、個人、共同といった 4 つの形態

に区分される。今まで政府は所有している国有地を登録し

てこなかった。だから第 3 病院の敷地内に 30、40 棟もの

建物が建てられた。第 3 病院の建物だけが登録されており、

周辺の敷地は登録されておらず所有者もいない。これは登

録されていない財産を横領する人が多いということの現れ

である。世界の国々では土地と建物がそれぞれ登録されて

いる。しかし、モンゴルでは土地を登録してこなかったこ

とから市民の間で争いが発生している。その一つの例はス

フバートル広場の南部分の売却である。

　登録を電子化するためには初期投資が必要になるが、長

期的に見れば非常に意義があり効率を高めるものだと思

う。

毎週日曜日VTVで19時より放送中。デファクトレビュー：2018年6月10日

国家登録法改正

週刊レビュー http://jargaldefacto.com/category/12

国有地の国家登録を今までしてこなかった。

“ 経済常任委員会とモンゴル銀行頭取は 2017 年の政府財
政政策についてそれぞれ国会で報告した。現在、商業銀行
に対して再び資本注入する法案を可決させようとしている
ようだ。この法案は商業銀行の破綻防止のためである。た
しかに預金者に降りかかるリスクは減ると思う。モンゴル
銀行は昨年から銀行改革に着手した。この法案はその改革
の一環となっているようだ。”
　これは金融分野をはじめ、経済が健全ではないことを示

している。国際通貨基金は 55 億ドルの融資を決定する際、

商業銀行の資産を独立機関が監査することを条件にした。

この監査をチェコの PwC 社が行った。昨年末、モンゴル

銀行頭取は監査結果には問題ないと言っていた。

　モンゴルの商業銀行全体の資産は 25 兆トゥグルグであ

り、そのうちの 10％を占める 2 兆 5 千億トゥグルグは商

業銀行の資本としてあるはず。銀行の自己資本を１千億

トゥグルグに引き上げる話がある。2015 年に 500 億トゥ

グルグにした。これを 2 年後の 2020 年に１千億トゥグル

グにしなければならない。銀行は最低 520 億トゥグルグ

を資本として登記していなければ、政府が資本注入し所有

権を取ると言っている。これを預金者のためと話している。

しかし、不良債権を抱え、株主や関係者にローンを供給し、

経営状態が良くない銀行を倒産させることなく、このよう

に残していくことが果たして正しいことなのか。

　銀行の資産は公共性の高い資産であり、たったの 10％

が所有者、残りは預金者の資産である。もし、この資産を

上手に運用できなければ、株式公開すれば良いと思う。

　商業銀行を倒産させないことが政府の義務なのかという

疑問がある。ゾース銀行、アノド銀行の件を思い出すべき

だ。これらの銀行は IPO したにもかかわらず倒産した。そ

の理由は未だに不明である。そしてこの 2 つの銀行を合併

させ、ステート銀行にした。ステート銀行の 25％を財務省、

預金保険コーポレーションが 75％を所有している。これ

は違法な構造である。

銀行法をめぐって
商業銀行を倒産させないことが政府の義務なのか？
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デファクトレビューの一部を省略しました。

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh6-1sh
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

　もし、商業銀行を政府が救済するならば「政府は商業銀

行の救済措置を取り、必要な資金を国家予算から交付した

場合、3 年後にその銀行の株式を証券市場に公開する」と

いう規程を追記すべきだと思う。

“ 先週、モンゴルとロシア両国の首脳が出席した「モンゴ
ルとロシアのイニシアチブ 2018」というイベントが開
催された。イベントの主旨は両国の協力を戦略的段階に昇
華させることである。ロシアの輸送大臣とモンゴル道路輸
送開発大臣はロシアを経由する輸送料金の免除について協
定書に署名をした。協定書は 8 つの条項から成立してい
る。そして免除期間は 25 年。例えば、石炭輸送は料金の
66％、コンテナ輸送は料金の 52％の免除を受ける。”
　石炭輸送について、ウランバートルからロシアを経由し

てウラジオストクまでの距離は中国の天津までより 2.3 倍

も長いので、鉄道料金を引き下げると以前から話していた

ことを協定書にしている。

　モンゴルの石炭が即日ヨーロッパ市場に出るとは思わな

い。精錬された石炭が金属精錬時に必要な高価な原料とな

る。ヨーロッパ諸国はパリ協定に従って稼働させている一

部の製鉄工場により安く、高品質な石炭を必要としている

かもしれない。その場合、ロシアの鉄道を通した方がコス

ト的に安いと理解している。

　モンゴル大統領は中国青島で開催された上海協力機構首

脳会議に参加した。モンゴルは上海協力機構での会員ス

テータスを上げることについてずっと話してきた。私たち

は隣国であるロシアと中国と良い関係を保たなければなら

ない。第 3 国政策においても両国との関係を悪化させない

という原則を守る必要がある。

　Kh. バトトルガ大統領はモンゴル経済フォーラムで「私

たちが国内でどんなに叫んでも、地政学的に繋がっている

国々との協力関係を築かなければ何も進まない」と言って

いた。しかし、私から見れば私たちの発展を妨げているも

のは地政学的なことではなく、私たち自身にあると思う。

言い換えれば、私たちが抱えている腐敗、失業、競争力の

無さ、古い制度が解決していないことだ。また政権が 2 年

で変わってしまうことも問題だ。

モンゴルとロシアのイニシアチブ

“Kh. バトトルガ大統領、元道路交通大臣 A. ガンスフを鉄
道建設の資金を横領した容疑で捜査をしていた。しかし、
証拠不十分で不起訴となっている。この事件に関連してい
る韓国のサムスン C&T 社社長による贈収賄事件の一審判
決が出た。判決では彼に 4,000 万トゥグルグの罰金を命
じた。鉄道建設事件に関係して捜査を受けていた P. バト ‐
エルデネ、Ch. ガンバトの国際指名手配を取り下げている。
また先週の金曜日に元首相 S. バヤル、Ch. サイハンビレグ
の裁判が行われ、仮釈放の判決が出た。”
　もし、Kh. バトトルガという人物が大統領になっていな

かったら、鉄道建設に関する事件はこのような幕引きだっ

たのかを私たちは考えるべきだ。また、2 人の元首相が体

調を崩していなかったら仮釈放されていたかどうか。同様

に元財務大臣 S. バヤルツォグト、エルデネス・モンゴル社

の元社長 B. ビャンバサイハンが手術を受ければ仮釈放さ

れるのか。役職を降りてもなお権力を利用しようとしてい

たこの人たちは、自由になって権力を利用しなくなるのか。

そもそもこの４人の逮捕の理由は何だったのか？もし、本

当に罪を犯したならば、どうして早く解決できないのか。

いつまでこの事件の真相を暴かずに長引かせるのか。

司法制度をめぐって
鉄道建設の事件が闇に消えたか？
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HIGHLIGHTS
D･B･i･A･A（Doing Business in Asia Alliance）の年次総会。今年は 7 月 11 日から 13 日までの 3 日間、フィリピンのマニ
ラで開催されます。この国際的なカンファレンスはアジア、特に東南アジア市場への進出を目指している中小零細企業、スター
トアップ企業向けに行われるイベントです。このカンファレンスは参加者に、１）アジア太平洋諸国の市場について具体的な
戦略的知識、情報を共有する。２）効率的に海外のビジネスパートナーと知り合い、人脈を広げる。３）ビジネス拡大に必要
な新しい情報、競争できる製品・サービスを知り、経験を共有する。４）ビジネスを国際市場に出すために必要な投資を誘致
する。ことを提供します。

詳しくは DBiAA のサイトで　http://www.dbiaa.org/

DAY1: アジア、特に東南アジアの市場に製品やサービスを出す、ビジネスの拡張を予定しているビジネスマンなら誰にでも関
係する課題や戦略で、ビジネスを持続的に成長させるキーノートが行われます。

Luis Arcangel
マニラに拠点を置き、各国に支店を持つ
Montgomery Fitch + Associates 会長

Connie Da Cunha
オーストラリアの投資及びプロジェクト管理
コンサルティング企業
Nexus Sovereign グループの創設者・社長

Cheryl Chong
シンガポールの投資、金融サービス企業
FundedHere 民間投資部長

Prashanta Pradhan
カンボジアを拠点に南アジア・東南アジア諸
国で企業コンサルティング、ビジネス戦略、
経済政策アドバイザー

アジアのマクロ経済と政治的環境
東南アジア諸国のサービス

産業の発展と動向

アジアの中小企業、スタートアップ企業
の可能性と試練

アジアのビジネス開発動向

参加者のアジアでのビジネスを加速させ、拡大させるために以下の 4 つのテーマでカンファレンスを行います。

DAY2: 企業家と投資家の特別交流レセプション DAY3: マニラの有名な歴史あるコレヒドール島ツアー

http://www.dbiaa.org/
http://www.dbiaa.org/
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