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知人はレクサス570をヨーロッパから新車で購入
した。ガソリン A-92 を給油すると黄色のエン
ジン警告灯が点灯した。自動車修理工場にもっ

ていき点検を受け、燃料噴射装置を洗浄すると警告灯のラ
ンプは消えるが、またすぐに点灯する。ガソリンA-92 で
はなく、ユーロ規格対応ガソリンを給油するとこの問題は
解決された。エンジンの出力も良く、力強く走行しスピー
ドも安定、燃費も良くなった。しかし、そのユーロ規格対
応ガソリンを販売する給油所はウランバートルには数える
ほどしかない。郊外に行けばガソリンA-95 さえ見つから
ないと嘆いていた。
　理由を探れば、モンゴル政府は高品質なガソリンを輸入
する方針をとっていないことが分かる。国の排ガス規制は
1996 年のユーロ 2から強化されていない。2017 年に全
国で販売されたガソリンのわずか 10％がユーロ 5規格に
対応したものである。残りの 90％が自然環境や人体に害
を及ぼす、現在の国際標準より 22年も遅れた低品質なガ
ソリンということである。ガソリン輸入業者がもっと早く
手を打っていれば、大気汚染や健康被害を防げただろう。
　私たちはガソリンをオクタン価だけで区別している。し
かし、先進国では 30年も前から燃焼後にどの様な有害物
質が排出されているかを測定している。隣国のロシアと中
国は、輸入車にユーロ 5（CHINA5）規格に対応するガソ
リン・ディーゼル燃料を供給するようになった。

モンゴルと世界
　ガソリン車の排気ガスに含まれる有害物質の許容範囲と
測定方法を定めるMNS5013:2009（ディーゼル車の場合
はMNS5014：2009）という国家規格がある。しかしこ
の規格には人体に最も有害とされる一酸化窒素、硫黄ガス
の測定について何も定義されていない。

自動車に
適さないガソリン

“ １ヵ月前の道路輸送開発省の発表によれば、モンゴルで
は 913,723 台の自動車が登録されている。そのうちの
90％にあたる826,970 台が乗用車で、その59％にあた
る487,841 台がウランバートルで登録されている。また
全体の 82％となる 750,292 台が製造から 10年以上が
経ち、58％が右ハンドル車である。”
　ウランバートルの大気汚染の 10％は自動車の排気ガス
によるものである。自動車からは約260種類の有害な化学
物質（Emission）が排出される。その中で人間の身体に悪
影響を及ぼす一酸化窒素、硫黄ガス、一酸化炭素、炭化水素、
燃焼による煤、重金属（Pb、Ca、Hgなど）、ダイオキシン、
アルデヒド、粒子状物質などを先進国では特に規制してき
た。
　諸外国では 1990 年以降、新車のエンジンから排出され
るこれらの有害物質を規制してきた。その条件をより厳し
くしたものをユーロ規格という。自動車から排出される有
害物質を人間が吸い込むと呼吸器系の炎症や病気、アレル
ギー、心臓血管病、腎臓・肝臓病、神経系損傷、癌などの
発生要因となり、生殖器官にも悪影響を及ぼす。さらにス
トレスの原因とされ人々の健康に大きな害をもたらすこと
から、ヨーロッパ諸国ではユーロ規格が堅守されている。
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　イギリスのリーズ大学の調査によると、ユーロ規格の導
入によりEUでは年間8万人の命が救われている。しかし、
モンゴルではユーロ規格に適合した燃料が使用されていな
い。政府も規制しないし重視もしないので、多くの人の命
が、特に子どもの命が危険にさらされている。
　モンゴルの大気汚染による国民の健康被害において、10
年以上使用されている自動車の影響は大きい。モンゴルで
は 5台に 4台が製造から 10年以上の自動車だ。自動車の
寿命は 5年ごと 3つの段階に分けられる。第 1段階とな
る最初の 5年間は、自動車はメーカー保証が付いており全
ての条件を満たしている。さらに排気ガスの排出量が許容
範囲内で故障が少ない。第 2段階の 10年では殆どの自動
車が 2人目のオーナーとなっている。排気ガスの排出量が
多くなり、故障することもしばしば見られる。多くの国で
はこのような自動車を輸出する方法を探り、自動車税、保
険料を高く設定し始める。そして第 3段階の 15年では故
障が多くなり、排気ガスの排出量がさらに増加、部品の入
手が困難になる。このような自動車を国だけではなくオー
ナーも手放したがる。だから廃車にして解体するか、途上
国に安価で売却する。

パラシュートを開く時
　モンゴルは第3段階の自動車で溢れている。例えると、「飛
行機から飛び降りた」ので今はタイミングよくパラシュー
トを開き無事に着地する段階である。では具体的に何をす
れば良いのか？
　2020 年までに製造から 7年以上経つ自動車の輸入を禁
止する。製造から 5年以上の自動車への税金を引き上げ、
右ハンドル車に特別税を課すことである。自然環境や健康
への被害を減らすために現行の法律を改正し、排ガス規制
を導入すべきである。さらに交通監視の強化と車検制度の
改善、製造から長い年月が経つ自動車の使用を禁止するか、
高い税を課すべきである。
　専門家によれば、ロシアから輸入している軽油はユーロ
5対応のエンジン車には使用できない。燃料を保管してい
る設備は品質を保証する条件を満たしていない。モンゴル
へのユーロ 5、6規格の全面的な導入に際しては、燃料輸
入業者が積極的に改善に取り組む必要がある。
“ 諸外国の事例をみれば、自動車メーカーは排気ガスの排
出量がより少ない自動車を製造するようになっている。こ
れはモンゴルで売られている燃料に適合するエンジンを載
せた車の生産は減少しているということだ。

今日のモンゴルは品質的に不適切な燃料を使用している数
少ない国の1つとなっている。”
　ヨーロッパにおけるディーゼル車の生産台数減少は、モ
ンゴルの建設・鉱業分野で使われる重機や部品、労働生産
効率性に間違いなく影響するだろう。自動車メーカーは
ユーロ 5規格のディーゼル車を製造しているが、モンゴル
で販売されている燃料の品質がエンジンに悪影響を与え、
消費者は損害を被っている。
　ノルウェーは 2025 年から、フランス、イギリスは
2040 年からガソリン車の販売を禁止する決定をした。ボ
ルボは 2019 年、ジャガーとランドローバーは 2020 年か
ら電気自動車を製造すると発表した。
　最近、モンゴルのガソリン輸入業者がロシアから輸入し
ているガソリンの品質について改善を求めるようになっ
た。また、ガソリン価格の現実的な設定や市場調整が必要
となっている。例えば、ドイツでは高品質な軽油の価格
は 1ℓ当たり 1ユーロ、モンゴルトゥグルグに換算すれば
2500 トゥグルグになる。しかし、モンゴルで販売されて
いる軽油は 2000トゥグルグである。
　モンゴルは日本製のハイブリッド車の部品を環境への影
響を考えずに処分している。これについて誰も声を上げな
い。これは有害物質とその影響について人々があまりにも
無知なためだ。使い切ったバッテリーや廃油の処分方法が
分からないので直接地面に埋めている。この様な方法は続
けられない。
　新車の税金を引き下げ、中古車の税金を引き上げ、消費
者が新車を購入するように促すべきである。これらの対策
を実行に移すと人々の反発を招くだろう。しかし実行しな
ければより大きな社会的、経済的損失を被る。
“ 国民の健康より価値あるものが他にあるだろうか ...”
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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

E. ビャンバスレン
SHAPE 3D 社の創業者

J（ジャルガルサイハン）:　モンゴルでマルチメディアは比
較的新しい分野となりますか？
ビャンバスレン :　マルチメディアは今、日々勢いを増して
きている分野です。私たちを取り囲む全ての場所でマルチ
メディアを目にすることができます。3D というものが世に
出てから 20 年が経ちます。しかし、一般消費者まで浸透し
てからそう長くありません。ここ 3 年で急速に進歩してい
るものの、まだ世の中に普及してないマルチメディアは 3D
プリンターです。私たちはここ最近、この 3D プリンターの
技術を積極的に活用しています。3 年前まで人々はこの 3D
プリンターというものについて想像もしていませんでした。
一般に呼びかけたアイデアに人々が共感すれば、そのアイ
デアに投資をするというウェブサイトがありました。その
ウェブサイトにある会社がアイデアを公表し、投資を受け
ることに成功しました。それが３D プリンターです。それ
まで大企業には 3D プリンターがありましたが、標準的な
機器でも 5 万ドルもしました。これが変わったのです。今
では 3 種類の 3D プリンターがあります。一番安いものは
200 ドル、高性能なものは 5,000 ドルで購入することが
できます。これは 5 万ドルだった 3D プリンターの価格を
200 ドルまでコストダウンしたということです。これによっ
て新しい可能性が 1 つ出てきました。それは 3D プリンター
のコンテンツを作るようになったことです。コンピュータ
や紙に印刷するプリンターがなかった時代は手書きでした。
今ではコンピュータで作って「印刷ボタン」を押せば紙に
印刷されて出てくる、それと同じことです。３D プリンター
技術は文字ではなく、3 次元の物体を印刷しています。

J:　3 次元の物体を印刷するためにはそのデザインを準備し
なければならないと思います。デザインをどのように作り
ますか？
ビャンバスレン :　デザインをコンピュータで作ります。コ
ンピュータでコンテンツを作り、3D プリンターの印刷ボタ
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コンピュータでデザインを作れば、
3Dプリンターの印刷ボタン一つで

家ができてしまいます。
Ｅ．ビャンバスレン氏はモンゴル国立大学とドイツのアウクスブルク大学で情報工学・マルチメディアを専攻し学士
号、修士号を取得しました。学士号論文のテーマはＢＭＷのコントロールパネル開発でした。修士号研究テーマはマ
ルチメディア分野における「コンピュータの音声認識制御」でした。オーストリアのフォアアールベルク大学で講義
を持っていました。彼は３D プリンターデザイナとして産業分野で知られていて、ウォルト・ディズニーの展示会に
参加した経験があります。

ンを押して作り出します。現代は資源を無駄にせず、全て
をデジタル化するようになった時代ですから。

J:　デザインはどんなソフトで作りますか？
ビャンバスレン:　ソフト自体は新しいものではありません。
ハリウッド映画で使われる 3Dmax、Maya などのソフトを
使います。歴史のあるソフトですが今でも開発は続けられ
ています。しかし、誰もが 3D プリンターのコンテンツを作
ることができないので、３D プリンターデザイナの需要は
高まっています。そこに大きなビジネスチャンスがありま
す。

J:　3D プリンターの技術がどのように動作しているかを普
通の言葉で説明できますか？理論的に 3D プリンターでどん
なものでも作れると言われています。今は 3D プリンターで
家も作られています。
ビャンバスレン :　価格的に安価な３D プリンターで使わ
れる材料は、プラスチックや樹脂、それも金属っぽいもの、
木材っぽいものなどがあります。それらの材料は 1㎏あた
り 10 ～ 100 ドルほどです。様々な色の固体材料を使って
物を作るということです。プリントヘッドでそれらの材料
を溶かし、層を重ねるように積み上げて仕上げていきます。
これは安いプリンターの例です。

３D プリンターで制作された人形
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2017 年 9 月 30 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/e-byambasuren-byambasuren-erdenejargal
リンクにてご覧いただけます。

　2 つ目は液体材料で製品を作ります。液体材料を容器に入
れてレーザーの光を照射すると液体材料が反応して硬くな
ります。作ろうとする物体の形を下から各層に光を照射す
ることによって一つの物となり製品が仕上げられます。
　モンゴルには 3D プリンターで製品を作ってほしいという
人が多くいます。しかし、手がけられる人が少ないのが現
状です。3D プリンターで簡単に印刷できる最適化の設定方
法とデザインデータを作ってフェイスブックの 3D プリント
グループにアップしたところ、色々な国の人から感謝のコ
メントをいただきました。それまで印刷時にエラーが起こ
るデザインを最適化し、私は 5 人の人にデザイン通りに印
刷できているかどうかを回答してほしいと依頼して実験を
行いました。5 人のうち 1 人だけデザイン通りに印刷され
ないという返事がきました。そして問題を修正してインター
ネット上に再度アップしたところ、2 日で多くの人がダウン
ロードしていました。その後、イギリスのある会社の代表
から連絡があり、「あなたのデザインをウェブサイトで販売
したい。これからは無料でデザインデータを配信しないで
ほしい」という申し入れがきました。私は何も考えずに許
可しました。その会社は私の製品をウェブサイトに載せ 3D
プリンターを宣伝していました。しかし、多くの人が無料
だったものを有料にして販売したことに反発しました。そ
の会社は私のデザインを他の会社にも売っていたそうです。
このことを知った後、「Thingiverse」という 300 点も３D
プリンターの作品を掲載する大きなウェブサイトに自分が
作った 1 つのモデルの写真を載せました。この時は３D プ
リンターの開発がどこまで進んでいるかを知るために「誰
でも私のデータを使用できます。だが、どんなプリンター
で印刷したか、そのプリンターをどのように設定して印刷
したか、出来上がった物の写真を撮って送って下さい。」と
いう説明を載せました。すると読み切れないほどたくさん
のメールが届きました。　
　私はデザインデータを無料でアップしていますが、本当
にそれを気に入った人からはチップが送られてきました。
今では多くの企業から連絡がきます。2 ヵ月前に家庭用 3D
プリンターを初めて製造したイリノイ大学から 30 分の講演
をしてほしいという依頼を受けましたが、彼らはアメリカ
に滞在する宿泊費だけを出すと言っていたため行くことが
できませんでした。
　ここで著作権をどのように保護するかという問題が出て
きています。正式なライセンスを持つ企業がモデルを印刷
することに問題はありませんが、私の様などこの誰かもわ
からない人が作ったモデルは世界のどこでも誰でも印刷で
きます。ですから著作権に関する調整が必要です。

J:　あなたのデザインを印刷するため、正式な許可を求めら
れた事はありますか？
ビャンバスレン :　ドイツ、アメリカ、イスラエルなどの国
の人からは、正式な許可を受けて販売し売上の 10％を払う
という提案を受けたことがあります。今のところ 3 ヵ所に
正式な許可を出しています。私はデザインデータを作って
売ることはできます。しかし、正式に許可も取らずにデザ
インを印刷して売られることが多々あります。また、アニ
メのキャラクター制作の提案もきています。キャラクター
を作って著作権で稼ぐことも可能です。

J:　３D プリンターのことを良く知り、うまく絵を描くこ
とができれば、モンゴルの子どもは必ずしも経済の専門家、
法律の専門家になる必要はなく、新しい専門分野で生きて
いくことが可能です。この分野は始まったばかりです。こ
れからの若者に何か伝えたいことはありますか？
ビャンバスレン :　社会において既存の、消費されているも
のを私たちは日々目にしています。しかし、市場において
成熟しているように見えるものも、実際はそうでもないの
です。どんな時代でも新しく創造するものは必ずあります。
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　バトトルガ大統領は中国の習近平国家主席の招待で 6 月
9、10 日に中国の青島で開催された第 18 回上海協力機構
首脳会議に出席した。また、バトトルガ大統領はプーチン
大統領、習近平国家主席とモンゴル・ロシア・中国の三カ
国首脳会談を行った。
　バトトルガ大統領は 5 月に開催されたモンゴル経済

フォーラムで外交政策の方針転換を打ち出した。大統領は

「現実問題として、モンゴル経済に影響を与え利益に直結

し、モンゴルの発展を決める要素は大国の間にあるという

地政学的構造とその主権配分、駆け引きである」と述べた。

また、「モンゴルは民主的で開放的な法律があるにも関わ

らず外国からの投資が入ってこない理由として、1 つは政

権が安定していないこと、2 つは大国の地政学的影響が強

いことが上げられる。地域経済同盟に加盟なくしては隣国

との利害関係を争わずにモンゴルの発展に繋がるどんなプ

ログラム、プロジェクトも始まらない」と主張した。さら

に「モンゴル経済は外需に依存し過ぎている。内需を全く

喚起できていない。この状態で 28 年間やってきた。その

ことを理解しなければ私たちに発展はない。だから物事を

進めるためには隣国のロシア・中国と連携すると同時に、

第三国との繋がりを強化しバランスを取ることである。私

たちのただ流れに任せてやってきたこの 28 年間の歩みは、

私たちを経済的に行き詰まらせている。」という発言が非

常に注目を引いた。率直にユーラシア経済連合に加盟する

こと。上海協力機構と結んだ協力活動を年内に一段と進め

る取り組みを語った。同様なことを青島でも言っていた。

　青島で開催された首脳会議でもバトトルガ大統領は「モ

ンゴルは上海協力機構での参加ステータスを上げることに

ついて検討している。これについて政治的、社会的に協議

を始めている。」と言った。大統領のこのような発言から、

モンゴル政府は上海協力機構に加盟することを既成事実に

しようとしていると思われる。なぜなら、国家安全委員会

は非公開会議を行い、加えて今回の大統領の発言から総合

的に判断すると加盟は既定路線だと受け取れる。上海協力

機構への加盟は既定の方針。

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17日

青島で何があったか？

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

性差別暴力調査報告書 2017
いかなる暴力も認めないという姿勢を子どもの時から
教育することが大切

　性差別による暴力について、国連人口基金と国家統計局が
初めて調査報告書を発表した。調査は約 7,300 人の女性を
対象に行われた。
この報告書では深刻な結果が出ている。例えば :

それを国民に理解させるための活動が始まっているように

見える。

　民主主義では意思は上から急に出るのではなく、下から

出るもの。青島で開催されたロシア・中国・モンゴル三カ

国首脳会談で話した内容について大統領は「経済回廊つま

り貿易取引の物流をモンゴル経由で行うことについて話し

た。私はこの経済回廊建設に対する意見を明確に示した。

この経済回廊建設プロジェクトに関してロシア大統領は初

めて賛成を表明した」と言っていた。

　また、「モンゴルとロシアのイニシアチブ 2018」開催時

にモンゴルを訪問したロシアイルクーツク州のセルゲイ・

レフチェンコ知事が、経済回廊建設プロジェクトについて

紹介した。モンゴルとロシアの間で 5 ＋ 1 というイニシア

チブを掲げた。これにはガス、電気、光ファイバケーブル、

高速鉄道、舗装道路といった 5 つの回廊がモンゴルの国土

を通して建設される。加えてウランバートルに地下鉄を建

設するとあった。とにかく、モンゴルはこの合意に向けて

取り組もうとしているという印象をロシアと中国に与えた

と思う。このイニシアチブやプロジェクトが早く進むこと

を期待している。バトトルガ大統領は次回の上海協力機構

首脳会議までにロシアと中国への製品輸出の際にかかって

いる 20 ～ 35％の関税の撤廃に取り組むと言っていた。こ

の取り組みは進むだろう。

　ユーラシア経済連合に加盟すれば、加盟国間の貿易にお

いて関税が撤廃されると思う。モンゴルはユーラシア経済

連合への加盟申請を提出している。
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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-sh6-17
にてご覧いただけます。

レビュー全文を

・ パートナーがいた、あるいは現在パートナーがいる女

性は様々な形で暴力を受けている。

・ 暴力を受けてきた、あるいは受けている女性の割合を

地方別でみると、ヘンティ県、ダルハン・オール県、

ウムヌゴビ県、ゴビスンベル県、ウランバートルで最

も割合が高い。パートナーから肉体的・性的暴力を受

けた女性の割合はダルハン・オール県、ウムヌゴビ県、

ゴビスンベル県、ブルガン県、ホブド県で最も高かった。

・ 女性の 10 人に 1 人が 15 歳未満で性的暴力を受けて

いた。

・ 社会的、経済的ステータスに関係なく女性の 4 人に 1

人が「もし、妻が夫に忠実でなければ、夫に殴られて

も仕方がない」と考えている。

　この調査についてイギリスのガーディアン紙が記事にし

ていた。暴力を受けた女性のうち警察に通報したのはたっ

た 1％だった。暴力を受けた女性が警察へ通知することは

まずない。また、肉体的・性的暴力を受けた女性の 26％

が暴力を受けたことを誰にも話したことがないと答えて

いる。モンゴルで実施されたこの調査によれば、女性の

34％がパートナーから何らかの形で肉体的・性的暴力を受

けていた。14％が第三者から性的暴力を受けたとある。こ

れは世界平均より 2 倍も高い。特にアジア諸国で最も高い

と国連の専門家が警鐘を鳴らした。

　ガーディアン紙によると、モンゴルでは 1990 ～ 2000

年の間に中学を卒業した男子には仕事をするようにし、女

子には大学に進学するようにしたことが男女間の教育格差

を生み、その影響が表れているのかもしれないとのこと。

子どもたちには性教育の授業が必要である。先進国では子

どもが 10 歳になった時から性について教えている。私た

ちが子どもを指導し教えなければ、子どもたちは自分勝手

な解釈をしてしまう。極端に言えば、子どもたちは性的関

係について力づくでするものだと理解してしまっている。

いかなる暴力も認めないという姿勢を子どもの時から教育

することが大切だということを、この報告書は明確に示し

てくれたと思う。

　市民代表議会議員 22 名が死亡によって、1 名が犯罪に
からみ、6 名が政府要職に就任したため、11 県 29 郡の
43 の選挙区において 6 月 24 日に補欠選挙と再選挙が行
われることになったと選挙総委員会の Ts. ボルドサイハン
秘書官が発表した。
　再選挙が行われるのはドゥンドゴビ県、ホブド県。
　補欠選挙が行われるのはヘンティ県、フブスグル県、ホ
ブド県、ウブス県、トゥブ県、セレンゲ県、ウムヌゴビ県、
ザブハン県、ドゥンドゴビ県、ブルガン県、バヤン ‐ オルギー
県である。
　選挙法第 164 条によると、補欠選挙は議員が政府要職

に就任した、辞職した、死亡した、行政職務上の移動があっ

た、裁判で有罪が確定した場合に実施される。再選挙につ

いては選挙法第 163 条（選挙結果が無効と判断された場合）

に定められた状況が発生した場合に行われる。

　補欠選挙を国民が注視することはあまりない。なぜなら

補欠選挙を行ったところで既に構成された与野党の議席比

率には変更が生じないからだ。欠員が出た議席を同じ党の

人間が交代するだけなので何も変わらないと見る傾向があ

る。

　地方選挙にも政党による政権支配が広まっている。民主

主義を標榜するならウランバートル市長や県知事を政党か

ら独立させ、地域住民が直接選ぶようにすべきである。県

知事やウランバートル市長は最終的に首相によって承認さ

れるので、県知事や市長の業務報告は市民ではなく、政党

に対して行われる。

　モンゴル国民の政治的選択権は限られたものとなってい

る。

地方選挙
モンゴル国民の政治的選択権は
限られたものとなっている

7

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh6-17


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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