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社会の成長と自身の成長
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☆インタビュー（4P）
BITEX (Cambodia) Co., Ltd. 成迫 真一さん
☆今月の TOPIC（6P）
☆今月の特集（12P）
カンボジア地酒

The Growth of a Society and Personal Growth

R

ecently, I happened to get to know an American couple, and we were
having a meal together. They were IT engineers who had been travelling a
lot to work here and there throughout Asia, including Thailand and Japan. And
they came to Cambodia for the same purpose. I know this is an exaggeration, but
the image of Japanese IT engineers in my mind are people who are always scared
of bugs and get anxious about the deadlines all the time. However, those American
engineers now in front of my eyes were showing no signs of that image at all. They
were, rather, living in just the opposite way, and their appearance also showed
attire that was unbelievable in Japanese society like a tattoo on a Mohinca. It was a
culture shock to me. Basically, the social status of engineers in Japan and America
are different, and accordingly, their incomes may be different as well. As I have
been living in Cambodia like this, I sometimes heard about the salary gap due to
the difference in types of occupations. In order to be able to get a well-paid job,
Cambodian people are willing to devote themselves to attending various schools
even after they graduated from university or they are already working. It is a kind

先日アメリカ人カップルと知り合い食事を共
にした。彼の方は IT エンジニアでタイや日本な
どアジアを転々としながら仕事をしているらし
く、その一つとしてカンボジアを訪れたらしい。
私の持つ日本人エンジニアのイメージは大げ
さに言えば常にバグに怯えながら納期に追われ
ているイメージである。しかし目の前にいるア
メリカ人エンジニアはまったくそんな素振りは
なく、正反対の生活をしており、見た目もモヒ
カンにタトゥーという日本では考えられない出
で立ちでカルチャーショックを受けた。
基本的に日本とアメリカとではエンジニアの
社会的地位が違い、併せて収入も違うらしい。
こうしてカンボジアで生活していると職種によ
る給与格差を見聞きする事がある。カンボジア
人はその高給の仕事につくために大学卒業後や
就職後でも学校へ通うなど将来への投資に余念
がない。乱立するインターナショナルスクール
の数を見ても分かる通りカンボジアで仕事をし
ようと思うと英語は最低限のスキルと言える。
日本で一部を除けば他の言語スキルを要求さ
れる事はほぼないが、国際色豊かなカンボジア
のビジネスシーンでは英語以外にも日本語や中
国語のスキルを必要とする事もあり、その上さ
らにそれぞれの分野の専門的な知識が必要とな
る。しかしどれだけ勉強しても実際に社会に出
て仕事をするとなるとまた別のスキルを必要と
する事があることも分かってほしい。これはカ
ンボジアに限らず日本でもよく見かけるが、知
識ばかり豊富な頭でっかちになってしまい、入
社早々早くも頭打ちになってしまうパターンで
ある。
以前に日本の元某 IT 会社社長が寿司職人が何
年も修行するのはバカと発言し物議を醸した。
私自身はどちらかと言えば何年も修行をしてき

た側であり未だに修行中だと思っているし修行
するのはバカだとは思わない。その先に何を目
指すのか次第ではないかと思う。例えば自分の
一番おいしいと思うお寿司屋さんがあり、自分
もその店のようなお寿司を握れるようになりた
いのであれば、そこの店で修行する事が何年か
かろうが一番の近道ではないだろうか。しかし
その反対に今までに食べたことのないお寿司を
提供したく、実際それが握れるようになれば何
年も修行する必要はないだろう。
自分が思い描く将来像から逆算し、今の自分
が何をするべきなのか判断すれば良いと思う。
つまり大事なのはどれだけ具体的な将来像を思
い描けるかではないだろうか。一生懸命勉強し、
良い会社に就職し、良い給与を得られるように
なったとしても、果たしてそこがゴールだろう
か？会社の業績、本人の成績によってはそこで
働きづけられる保証は何もない。なぜなら同じ
ように努力している人はいくらでもおり、自分
以上に努力している人も大勢いるため、決して
自分だけが特別ではない事を思い知らされる。
また、上司や部下、同僚、取引先や顧客など少
なからず人と関わっていかなければならないた
め、相性で左右される事もある。プロスポーツ
選手がプロになってからも練習を続け、それで
もチームメイトや監督によって自身の能力が活
かされたり殺されたりするのと同じである。
だからこそ社会に出てからが本当のスタートで
あり、そこからの成長の伸び代の方が大事であ
る事を知って頂きたい。
聡明なる読者の皆様には釈迦に説法だが、カ
ンボジアの未来を担う若者たちへ老婆心ながら
期待を込めて。
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of their investment for the future. We should understand from the number of
international schools which are standing close together that English is the least
skill that you must have if you consider working in Cambodia. With a few
exceptions, most areas in Japan rarely require other language skills, whereas in
Cambodia, which is a cosmopolitan country, some business situations require not
only English but also Japanese or Chinese language skill with the necessity of
specialist knowledge in each field in addition to those skills. Nevertheless, you
should be aware that however much you study, when you start working in the real
society, more and more skills become necessary. This is common not only in
Cambodia but also in Japan. A brain full of knowledge but which is over
theoretical will follow a similar pattern of reaching a certain limit as soon as
starting work in a company. In the past, a former president of a Japanese IT
company elicited much criticism by his remark saying that it is foolish for a sushi
craftsman to spend so many years on training. If I have to put it, I would say that I
belong to people who have spent many years on training, and I am still in the
middle of training. I never think that training is a foolish thing because it depends
on what we are aiming at from where we are standing now. For example, there is
one sushi shop that you think is serving the most delicious sushi ever. If you wish
to be able to make sushi that is as delicious as those made in that shop, isn’ t
getting training in that same shop regardless of how many years it may take the
fastest route to reach your goal? However, if you just wish to serve sushi but you
have never tasted sushi so far, when you actually can make it, you may not need to
spend so many years on training. I think that if you start counting backwards from
the future image that you have been drawing for yourself, you will know what you
should be doing here and now. In other words, the important thing is how clearly
and specifically you can draw your future image. You throw yourself into your
study, and then you get a job in a good company, receiving a good salary. But is
that really your goal? Affected by the company’ s performance or your
achievements, there’ s no guarantee that you can continue working there forever.
The reason is that there are too many people who are making the same amount of
effort, or even much more than you are, so you should realize the fact that you are
definitely not a special case. Besides, as you have to keep connections with many
people including your boss, subordinates, colleagues, business partners, customers,
and so on, it is also possible that you will be influenced by your compatibility with
those people. Similarly, a professional athlete still continues with their training
even after he/she becomes a professional, but there are times when his/her ability is
either fostered or neglected, depending on teammates or supervisors. Therefore,
you should keep in mind that your real starting point is when you go into the
society, and that the important thing is how you will grow from that starting point.
To all wise readers, this is like teaching your grandmother to suck eggs, and it’ s
not my place to give advice, but with all my hopes, I totally count on every
youngster who is responsible for the future of Cambodia.
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日本人旅行者ひったくり被害で重症
今年1月、
日本人親子の旅行者がひったくりの被害にあい、かばんをひったく
られた母親は股関節を骨折する重症を負い、楽しい親子での旅行が一変苦い思
い出となった。
この事件により被害者の女性は外傷のみならず、精神的にもダメージを受け
ており、その精神状態と記事の性質を勘案し、速報性よりも被害者の気持ちが落
ち着いてから掲載するべきと判断し、今月の掲載となりました。
事件は1月某日の午後9時頃、BKK2の路地裏で起きた。
日本人親子がホテルへ
帰るため、モニボン通りから一本裏道へ入ったところを息子が前を母親が後ろ
を前後に並んで歩いていたところ、前からカンボジア人の男らがバイク
（スクー
タータイプ）に２人乗りで走ってきて、後ろにいた母親とすれ違いざまに肩から
掛けていたカバンをひったくろうとし、そのはずみで母親は転倒してしまい、股
関節を骨折してしまった。
男らは母親が転倒している伱に投げ出されたカバンを奪い去ってしまった。
息子が物音に気付き振り返った時にはもう母親は転倒した後で、母親の尋常で
はない痛がり方に、奪われたカバンよりも母親の状態を優先し、近くにいたトゥ
クトゥクドライバーの協力で救急車を呼び、病院へ搬送された。
母親は本来２週間から３週間の入院が必要なほどの重症だったが、本人が日
上の写真は事件発生時と同時間帯の現場である。街灯があり決して暗い道ではないもの
本での治療を希望したため１週間で退院したが、
とても歩ける状態ではなかっ
の人通りは少ない。
たため、車椅子を購入するはめになった。
地元警察へ被害届を出したものの、ひったくられたカバンが返ってくることは
ないだろうし、被害者女性はいくら傷が癒えようともう二度とカンボジアには行
食などを済ませ９時台に帰宅する事はざらにあり、夜間に外出を控えると
きたくないと思うかもしれない。それを考えるとカンボジア在住者としてはとて
しても限度があるため、たとえ近距離であろうとタクシー等を利用すること
も残念でならない。
をおすすめする。
息子の方は東南アジアも含め海外旅行には慣れており、
こういった被害にあ
今回取材に協力してくれた息子さんは「派手な格好はせずに持ち物も
うのは初めてのことだという。
最小限して出かけた方が良い」
と本誌読者に向けてメッセージを頂いた。
本紙でも再三お伝えしてきた事だが、今回の事件のようにいくら海外旅行に
今後このような同様の被害を増やさないためにも、
自身の心に留め置
慣れた人でもいつどこで被害にあうのか分からず、今までに危ない目にあった
くだけでなく、ぜひとも知人や同僚など周りの人たちに共有していただき
ことがないというのは何の安心材料にもならない。そしていくら注意していても
たい。
襲われてしまえばそれを防ぐには限界があるため、未然に襲われないようにす
また、被害にあわれた女性が一日も早く心身共に回復する事をお祈り
る事が重要である。極端に言えば夜に出歩かない方が良いが、今回のように夕
する。

ビジネスをやる上で法令順守特に会計と税務が義務付けられています。
誰も税金の支払いから逃れることは出来ません。
しかし、私たちは税務
計画たてることができます。
税務計画は法的に税負担を最小限に抑えるのに役立ちます。

誰も税金の支払いから逃れることは出来ない。
でも、私たちが税務計画のお手伝いを致します。

サービス内容：
税金 - 毎月の税務申告、利益準備に関する年間税金、税務監査援助、
VAT払戻し、VAT0%輸出支援産業への申請、VAT免税、税務計画。
会計 - 月間簿記、
レポート及び財務諸表レビュー、原価計算、株式、
お問い合わせ:
固定資産など。
samrithsakmay@gmail.com
ビジネス登記と商業省及びカンボジア開発評議会への順守
+855-17-666-009
外部監査 - 財務諸表または法定監査
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社員をコアな
業務に専念
させたい

管理者を
採用したい

専門スキルが
ある人材が
欲しい

業務の品質
上げたい

実務の
見極めが
したい

採用工数を
減らしたい

季節に合わせて
人員を補強
したい

即戦力になる
人材が欲しい

効率的な
業務の切分けが
したい

特別な
専門職を
採用したい

スタッフに
日本語を
教育したい
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カンボジアで IT 革命を
BITEX (CAMBODIA) Co., Ltd.
成迫 真一さん
マネージングダイレクター

今はどうしても安く開発できるという点がセールスポイントになって
いますが、 いずれは技術力がセールスポイントになるようにしてい
きたいと考えています。 そういう点ではいくら採用が難しくなったと
してもカンボジアの IT 業界が活発化する事は喜ばしいことです。
- この先カンボジア国内で IT 業界が社会的地位を確立していく為
には何が必要でしょうか？
すでにある程度の地位は出来ていると思います。 以前に学校でし
か開発経験のない新卒の大学生を面接した際に、 希望の初任給
が 600 ドルでした。 実際に 600 ドルに見合う見合わないではなく、
希望した本人も相場やそれに対する自分の価値、 将来性を勘案
して希望してきた訳ですから、 その感覚は社会的地位向上の現れ
だと思います。 ただ、 ここからさらに向上していくためには、 もっと
パソコンやスマートフォンが実生活に浸透していかなければなりま
せん。 例えば、 スマートフォンの普及率は都心部では決して低くあ
りません。 しかしそのスマートフォンを何に使っているかといえば、
大半が Facebook とかゲーム、 メッセンジャーでしょう。 もっと生活
の一つ一つが IT 化しパソコンやスマートフォンを利用するシーンが
増えれば、 今までに無かったサービス需要が生まれます。 その時
にカンボジアで広く使われているアプリやサービスがカンボジア人
の開発者によってカンボジアで作られているとなれば、 カンボジア
での IT 業界の社会的地位がより向上するでしょうね。
- それでは最後に今後 5 年後 10 年後のカンボジアの IT 業界をど
のように期待しますか？

- カンボジアでの創業とその狙いについて教えてください。

先ほども言った通り、 日本はいろんな面でガラパゴスです。 それ

2 年ほど前にカンボジア発で世界でも通用する開発を作る！と大上

故に日本のサービスをそのまま海外に持ち出す難易度は高いです。

段に構えた目標を持って、 カンボジアにきました。

しかし、 カンボジアは言わば外資が IT 業界をけん引していますの

- 実際に進出してみていかがでしたか？

で、 文化的技術的な多様性に富み、 そういう意味では日本のよう

正直不満と期待が入り混じっています。 まだまだ成長すべきところ

なガラパゴス化する可能性は低いと思います。 その利点を生かし

がある分、 伸びしろがあるという事なんですが、 具体的なスキル

て、 東南アジアのシリコンバレーになると期待しています。 その為

以前に開発者としての素地が整っていない印象があります。 それ

にも新たしいサービスやデバイスに触れ、 今自分が使っているサー

故に偏ったモノの見方をしていたり、 一部の事が全部の事のよう

ビスや携わっている案件をただの作業として流していくのでなく、

に話したりする傾向が強いので、 スタートアップの頃から根拠が明

一つ一つに 「なぜ？」 という探求心を持って取り組んでもらいたい

示されない情報や話は鵜呑みにしないように気を付けてきました。

ですね。 既にカンボジア人エンジニアの中で開発は収入を得るた

- 採用活動は苦労しましたか？

めの単なる労働ではなくなりつつありますので、 今まさにパラダイ

先ほど話したのと同様に、 面接でも全ての話を鵜呑みにしないよ

ムシフトが起き始めたと実感しています。

うに心がけました。 もちろん心の中での期待はありましたが、 相手

BITEX (CAMBODIA) Co., Ltd.

の本当の実力を見極められずに過度な期待をして採用してしまう
と、 お互いにとって不幸な結果を招きますから。 その点からも、
弊社は採用基準として、 フレームワークを使った開発経験を重視し
ています。 フレームワークを使うことで安定した品質の開発が出来
ますから。 その経験が無かったとしても過去の成果物を見せても
らいます。 成果物にはと開発者として自分の作ったものを世に出
したいという思いを感じる事が出来ます。 開発者としてのやりがい
や喜びを知っているはとても重要ですね。
- 採用後の教育面はどうですか？
まずは小さな事から、 そしてスタッフ同士で自浄作用が働くように
しています。 自ら発見し、 自ら解決する。 これを少しずつ底上げ
してきました。 なので弊社の場合、プロジェクトごとにチームリーダー
がいて全ての仕事はチームリーダーに落とし込みます。 その後、チー
ムリーダーから開発担当者に落とし込みます。 逆も然りで何かあ
れば必ずチームリーダーに報告が入ります。 そうする事で例え問
題が発生したり進捗が遅れたりしても、 責任感を持って自ら解決
してもらえるようになりました。 また、 この手法は開発プロジェクト
に限った事ではありません。 社内制度を決める時も、 この手法で
あればカンボジア人スタッフの意見を取り入れられます。 もちろん
全ての意見が採用される訳ではありませんが、 自分の意見が反
映されると分かれば、 問題意識を持って取り組み、 発言をもする
ようになります。 逆に何を言っても通らないと思うと、 どんなに重
大な問題を発見しても黙っています。 これではお互いのためになり
ません。 なので、 小さな事からコツコツと協働関係を築くことが成
長促進にも繋がりますね。
- 現在のカンボジアの IT 業界について教えてください。
カンボジアの IT は外資の参入も増え、 成長著しいと思います。 そ
れ故にエンジニアの給与相場もうなぎ登りに上がっていますね。
- 優秀な人材を採用するのも難しくなっているんじゃないですか？
確かにそうですね。 でも先々を考えればカンボジアの IT 業界が
成長していく事の方が大事だと思っています。 カンボジア人の中
で IT エンジニアは給料も高く、 待遇も良いと浸透すれば、 エンジ
ニアを志す人も増えていきます。 そしていろんな会社でいろんな開
発に携わることは、 とても良い成長材料になります。 弊社は、 日
本をはじめとした先進国の開発会社をライバルと設定しています。
安く発注できる単なるオフショア開発の拠点とは考えていません。

Mr. Shinichi Narusako
Managing Director
- Can you tell us about your establishment in
Cambodia and the aim of that?
2 years ago, I came to Cambodian with an overweening
goal in mind that I will initiate developments in Cambodia
that will be widely used worldwide!
- What was it like after you had actually
accomplished the expansion?
To be honest, there is a mix of dissatisfaction and
expectation. Although I am aware that there’ s always
room for further growth as there are still many points that
need to be improved, I’ ve got an impression that the
necessary foundations for being a developer is not well
prepared before advancing to have specific skills. Therefore,
there is a high tendency for people to see things with bias
or to assume a minority to be the whole thing. So, from
the startup, I have been always careful not to swallow
some groundless information or remarks from people
without questions.
- Did you have a difficult time recruiting
employees?
Again, it was not different for interviews because I always
remembered not to swallow everything that I was told
without questions. Of course in my mind there were some
expectations from those candidates, but if I decided to
employ people by expecting too much before I can discern
their real ability, it would result in mutual disappointment.
Given this point, the employment standards of our
company are focusing on experience in development using
framework. By using framework, we can ensure the stable
quality of our development. If some candidates have no
such experience, we will ask them to show us some of

their achievements from the past. Through their work
achievements, we can perceive a developer’ s thought of
how they want to show their creation to the world. It is
also important to know about their motivation and
enthusiasm as a developer.
- What about the education after employment?
We try to make self-cleansing mechanisms work among
staff, starting from very small things. Discover by themself,
and solve by themself. We have been raising this kind of
system little by little.Therefore in our company, there will be
one team leader for each project, and every work will be
assigned to the team leader. After that, the team leader will
further assign work to developers in charge. Conversely,
everything should always be reported to team leaders. By
this, when any troubles happen or when the progress is
slow, they start to feel their responsibility and try to solve
things by themselves. This technique is not limited to only a
development project. At the time of setting internal
regulations of the company, this technique will allow some
ideas from Cambodian staff to be taken into consideration.
Of course, not every idea will be adopted, but as long as
they can see their opinions being reflected, their awareness
and attitude towards problems will change, and they start
to become active in voicing opinions. On the contrary, when
people think that whatever they say will never be listened
to, they will choose to remain silent although they have
found a serious problem. Neither of us is benefiting from
this.Therefore, steadily building cooperation in work from
very small things will expedite the growth.
- Please tell us about the current situation of
IT industry in Cambodia.
II think that there are more and more foreign investments
getting involved in information technology in Cambodia, and
this field is showing a high speed of progress. Accordingly,
the market price of an engineer’ s salary is also rising
rapidly.
- So, isn’ t it becoming more and more difficult
in acquiring excellent employees?
Yes, you are right. However, if we think about the future,
the growth of IT industry in Cambodia is far more important.
When Cambodian people realize that an IT engineer is a well
paid job and its working conditions are also good, there will
be more and more people who wish to become IT
engineers. Then they will work in various companies which
are involved in many kinds of development. This will become
a very good factor for future growth. Other development
companies from the developed countries including Japan are
our rivals. We are not thinking of becoming a mere foothold
for an offshore development which can easily place orders
with cheap prices. Nowadays, the sales point is focusing on
how cheaply a development can be done, but from now on,
I would like to make technical skills become the sales point.
Thus, however difficult the recruitment will be, it is pleasant
to see the IT industry in Cambodia becoming active.
- In the future, what do you think is necessary
for the IT industry in Cambodia to obtain a
status in Cambodian society?
I think that IT industry has already obtained a status to
some extent. In the past, I once interviewed a new
graduate who had no experience in development besides
that in school. The student requested 600 dollars for his/her
starting salary. This request was not made based on
whether he/she is competent enough to get a salary of
600 dollars or not, but it was based on his/her
consideration about the market price, about his/her value
compared to the market price, and about the future. This is
a sign of the upgrading status of IT industry in Cambodian
society. However, if we expect further status upgrade, it is
necessary for computers or smart phones to become more
and more necessary in everyday life. For example, the usage
rate of smart phones in the city is definitely not low, but
when we ask what those smart phones are used for, the

顔
majority would be for Facebook or games, or SMS, etc.
Besides, if information technology including computers and
smart phones can play many important roles in people’ s
everyday life, new kinds of services that have never been
created so far will be in demand. Furthermore, if more and
more applications or services that are widely used in
Cambodia are created initially in Cambodia and by
Cambodian developers, IT industry status in Cambodian
society will keep rising to a better position.
- Lastly, what do you expect from IT industry
in Cambodia in the next 5 or 10 years?
As I mentioned earlier, Japan is still Galapagos in some
aspects, so it will be difficult to adopt the exactly same
services from Japan to apply in foreign countries.
However, Cambodia is what you might call a country in
which foreign investment is leading the IT industry. In this
way, Cambodia is a country with a diversity of cultures and
technology, so the possibility that this country may become
galapagosization as in Japan is insignificantly low. If
Cambodia can make the best use of this advantage, I
expect that this country will become a Silicon Valley for
Southeast Asia. Therefore, I hope that when people have a
chance to try new services or devices, they shouldn’ t
neglect those services that they are using or those work
that they are involved in by thinking of them as common
tasks. People should get involved in these with an inquiring
mind by asking many “Why?” Some Cambodian engineers
have already started to think that development work is not
a job to do just for getting income, so now I really feel that
the paradigm shift is already happening.

BITEX (CAMBODIA) Co., Ltd.
システム開発、アプリケーション
開発はお気軽に弊社まで
お問い合わせください。
info@bitex.com.sg
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ষ̪૧ܰ४ව́་ͩͥςͼ·σުٮȃ
ުޏ۪̩ےͤ৾ͬٮ་اȃ
ȁίΦϋβϋ͈͉ځȂ࿒̪̱̞ͥ͘ସ̞́་ͬاଛ
̬̤̀ͤȂ̷͈শș͈ΠτϋΡ̦͉ͦ̀͘ક̢̀
̞ͥȃ̷ͭ̈́ίΦϋβΰ͈ځड߃࿒ͅັ̩͈͂͜
࡞̢͊ςͼ·σΏοΛί̦̬ͥͦͣݷȃඅུͅ
̥ͣͬॽවܑུ̞͈ͦ̀ͥު͈ૺ̦࿒ၛ̽
̞̀ͥȃϋδΐͺུ͈̥͈͒ͣಎࡣ͈ව͉
2::1ාయ̥ͣই̹̽͘ȃ൚শ͉ਹުࢥ͈̓̈́ܥୋ
̦ιͼΰȂ༹͈ା̦ະ̜̹̭̥́̽͂̈́̓
ͣະ༹වͅ߃̞ম࣐̤ͩͦ̀ͤ͜Ȃਫ਼ΈτȜ̈́
ުਅ̞̠͂ͼιȜΐ̦̹̥̽ޑȃ̱̥̱̭̭ତා͈
ུȆϋδΐͺၰ࣭͈ު̩ےͤ৾ͬٮࠊ̦ࠣݢ
ͅ་̦ૺ͈ުܑ̭̹̱́͂اষ̨Ȃ͈ࣽޙڰ
̦̞̾̈́̽̀ͥͅȃߓఘഎུ͉́ͅȂਲြ͉ྫ̥
̹̽ͼϋΗȜΥΛΠͬ၌ဥ̱̹૧̱̞͈ٝਓ͞
ඵষ၌ဥ͈ါ̦ષ̦̹̭̽͂Ḁ̷ܑ̑ͦͣު͈ു
ॲ֒͞ାၑ̭̦̫̞̥̈́̓ͦ́̾ͣͦ̀̈́̽͘
̹֒͞ͅඵষ၌ဥါ̦ই̹̭̦̬͛͂ͣݷ
ͦͥȃϋδΐͺ͉́Ȃඅͅസঌ໐̤̫ͥ̈́ࠣͅݢ
ࠐफ͈อജฺ̞ͅঌྦྷ͈ࣔฃփဳ̧̦̹̭ࣞ̽̀͘
͂ȂͼϋΗȜΥΛΠ͈ຽ́ݞTOTͬ၌ဥ̱̀ࣞৗ̈́
ςͼ·σͬհ́ث۰ౙࣔͅව̧́ͥΏΑΞθ̦
ຽ̱ݞই̹̭̦̬͛͂̈́̓ͥͦͣݷȃ̭͈̠̈́͢ၰ
࣭͈ࠊ͂ϋδΐͺ͈૧͈ܰ४වૄ̦۰ౙ̈́ম
̦̽̀͘Ȃ͈̞̦ࣽͥ̀̽̈́̾ͅޙڰ̺ȃ̷
̱̀൳শͅުٮఘ̦ఱ̧̩་̞̱ͥ̀ا૯ైಎ́
̜ͥ͜ȃࣽࢃ͈̠̓͢ͅު̦ٮ་̥͈̩̞̱ͬ̀ا
ਹͅࡉޭ̭̦͛ͥ͂ຈါ̜́ͤȂඅͅڛഎ४ව
ষ௸்͉ު்ܑ̹̥̦̽ܢমުࠁఠͬࡉೄ̳ຈါ̦
̜̠̲ͥۜͥ͢ͅȃܑུުུ͈ڒഎ̈́মު४ව͉
3118ා͈ϋΗ͈ாࡩૺͅஸͥȃ̷͈ࢃ͈̥̾ܜ
ܑު̦४ව̷̸̱̹̦ͦͦͅވ̳ͥඅಭ̢̞͂͊
ུ́ค̥̹ͦ̈́̽Ȃུ́ث͈ັ̥̥̹̈́̽
ͬϋδΐͺ̧̱̞̹̽̀̀͂̀ͅത̺ȃ
ष̭͈ͦ́͘ͅࠏ͈ςͼ·σഝ̞̠͂͂Ȃ
ུ͞ಎ࣭̥͈ͣࡣͬഝ൮ͅ५ୟ͙̱̀ͅȂค̽̀
̞͈̥ͥȂ̩̥͈̞̱ͥ̀͢ܤ̥̞ͣ̈́ഝ͞Ȃ
ಎ͉ͅාಎΟͻΑ;ϋΠΓȜσ̞ͬ̽̀ͥഝ͜

̜ͤါ̦͂ݯރζΛῚ̱̞͈̥ͥਉͬ߹̬̹̩̈́
̠ͥ̈́͢ഝ͜ࡉ̹ͣͦȃ̱̥̱Ȃոஜ̷͉ͦ́͜ઁ̈́
̴̥ͣ၌̤̦ͤ̀ףུ͈ςͼ·σΏοΛί̱͂
͈֚̀ͬං̞̹̀ȃ
་̳ͥاါͅచ؊̳̦ͥݯރຈါȃ
ȁ̺̦Ȃ་ږ͉ا̭̞ܳ̽̀ͥͅȃ࡛ે͉ոஜ͉͂
̹̩֑̠̽͂͘૧ܰ४වު৪͉ࢊͥȃȶ͈͉ࣽݖུ
̥͈ͣȂඅͅιͼΡͼϋΐλΩϋ͈ͅޟ̩ޑ
ྙ̻ͬȂάϋεͼϋΠͅฃ̞ͅြ̞̀ͥȃࡣ͞ॠ
͉̓̈́ىΗΈͬࡉͦ͊ιͼΡͼϋΙλͼ͞ιͼΡͼ
ϋαΠθུ̈́̓ୋո͈ٸ̦ఉ̞ȃ̷͉ͦ́ϋ
δΐͺ૽͈ࣔฃဳ͉൲̥̞̱̈́ค̞ͦ̈́ȃϋδΐͺ
૽ུ̦ͅ༴̩ͼιȜΐͬߓ࡛̱اḀུ̑̾ୋ͈
̦คͦ́Ȃ̷͈ါͬ՜̱̀എͅږͬ
ॽවͦͣͦͥު৪͂ழ͙Ȃુͅૂ༭ވခ̳̭̦ͬͥ͂
ຈါ̺ȷ͂ࢊͥȃ̷̭́Ȃ̭͈ު৪͉́ςͼ·σ
ͼȜσȶಎࡣȷ͂࡞̠ͼιȜΐ̴͂ͣͩͦͅȂါ
ུ͈̜͈̜͈ͥ́ͦ͊͜ॽවͦު৪͂ފႁ̱ಎࡣ
ո́͜ٸͅॽව࣐̞ͦͬ̽̀ͥȃ̹͘ϋδΐͺ
͈ςͼ·σঌાͅచ̱̀͜ȶུ̞̞́ͣ̈́͂এͩ
̞͉ͦ̀ͥȂϋδΐͺ́͜ఱఘ̞̞̦ͣ̈́ఉ̩
ค̞ͦ̈́ȃུ̠̯́̈́ͥͦ͢ܤհ̥̠ͧ՛̥̠ͧ
͈ͬఁ̢̞͉̀̀ϋδΐͺ૽͂̽̀͜ͅྛႁ͉
ྫ̞ȷ͂ࢊ̭͈༷̦ͤͦ́ͤ͘͞ဥ̧̱̩̈́̈́̽̀
̞̀ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ

ࣽࢃȂ࡛౷͂اळ͚ૺ̦اȃ
ȁ͉́Ȃࣽࢃςͼ·σު̠͈͉̓͢ͅٮ་̵ͥࡉͬا
̺̠̥ͧȃ୶̴ࣉ̢̫̞͈͉̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃϋδΐͺ
૽মު৪̦४ව̱ঌાܰ࿅̦ڐఱ̳̞̠̭̺ͥ͂͂ȃِ
șུ૽̦࿒̞̞̾̀ͥͅ་ͅاϋδΐͺ૽̦̥ັܨ
̴̞͉͉̞̈́̈́ḁུ̑̾̀́͜ࡣ͈̥࣭ͣٸ̦૽࣭ٸ
͈ഝͬࠐ̹̞̱̀אȃུ̱̥̱͉ࣽ́૽̦ࡣ͈࣭ٸ
ഝͬࠐ̦̠͕͈̭̳͂ͥאఉ̩̞̈́̽̀ͥȃ̭͈̠͢
̈́ၠ̦̭͈͉ͦܳͥຈட̺̠ͧȃ̷̠̹̈́̽षȂါ̦
̜̭͉̭̳ͥ͂ͧ͂ͥͅݯރ͈ၠ͈ͦુ̜́ͤȂུ
͈ॽවު৪ུ̦૽ࠐאςͼ·σΏοΛί͈͙ͅ
͉̭̠̞̳ͬ͂͂ء൚ட̜ͤං̞̈́ȃါͬഎ̥̾ͅږ
͙Ȃુͬͅ൲̥̳ު৪̦ϋδΐͺ૽࡛̩́ͦͦ͊
൚ட̷̻ͣͅྛႁഎ͉̈́ၠ̞̩ͦ̀ȃ̷̠̹̈́̽শ
ͅਲြ͈༷͉ͤ͞ףșဥ̱̩̩̈́̈́̽̀ͥȃ̷̷̱̀
̠̞̹̈́̽̀̽षͅࣉ̢͈̦ͣͦͥমުࠁఠ͈ळ̺ا
̠ͧȃ࡛ે͉ாࡩட̱̹͂ࢩș̱̹͂ഝ༘ͬࢹ̢ͥഝ̦
ఉ̞̦Ȃါͬഎ̢௴ͅږ̦ુͅၠ̞ͦ̀ͥഝ༘́
̷̜͈̠ͦ͊̈́͢ఱ߿ഝ͉ຈါ̩̈́̈́ͤȂඅ͈ͬ
ե̠߿ഝ༘ͬໝତഝࠐ̦̠͕̳࢘ͥאၚ̦ၻ̩̈́ͥȃ
̷ِ̠̈́ͥ͂șף͉̀̽͂ͅ૽࣭ٸșါ͈՜̦ඳ̱
̩̈́ͤȂओ̫ͬ̾ͣͦͥخෝ̦̜ͥȃ3127ා͈22ͅ
͉Ȃུ̦֚́͜ഽ͉̞̹̭̦̜̠͂ͥ̈́͢ςͼ
·σ͈ఱܑު̦ϋδΐͺঌાͅ४ව̱̹ȃఱ͈४
වฺ̽̀ࣽͅࢃུ͈͜ಎܑު͈ૺ̩̭̦͂͜ࣉ
̢ͣͦͥȃ̷͈൲ฺ̧̽̀ͅࢵͅঌા̦ఱ̧̩̭̈́ͥ͂
ུ͉͂ϋδΐͺ༷͂̽̀ͅབ̱̞͘ȃ̱̥̱Ȃζ
ȜΉΛΠࣣ̹̽ͬͅࡉޭ̥͛ͥ̈́ږΓϋΑ͂Ȃ໙ࢩ
̞τϋΐ̹ͬ̽ު৪ͬϋδΐͺ૽̦̞ͥ̀͛ݥ
̭͉͂ྶ̜ͤ́ږȂުޑ͉࢜߹̷͈ͅࢵ଼̳̦͊ͦٮ
̺̠ͥͧ͘ȃ
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ΕġίΦϋβϋġτΐΟϋΑ͈ȜΫΑͺΩȜΠιϋΠͬఘࡑ̱̩̺̯̞̀ȃ
șĹĺĹΡσ

カンボジアの自動車事情について
カンボジアの車両保険と事故対応状況
交通ルールを尊重せず、信号を無視して交差点に入ってくるクルマ。狭い道でも他者への配慮なく路駐する大型車両。中央分離帯ができて
も、その切れ目から逆走するトゥクトゥク。右側からも左側からも蜂が飛ぶかのように後ろから表れるバイク。マナーの悪いドライバーやバ
イク運転手が多いプノンペンで、少しでもの身の安全を確保しようと、保険加入について興味をもつ方は多いと思います。今回は、昨年 12
月に社用車を後ろから追突されるという事故に遭ったウイングスの経験を踏まえ、保険加入と実際の事故対応状況について記したいと思いま
す。まず、車両ｋ険は、日本と同様、1 年ベースとして、自賠責 (OWD, Own Damage)、盗難 (THEFT)、対人対物 (TPL: Third Party Liabilities)、
運転手 (ＡＤ: Authorized Driver)、同乗者 (PL: Passenger Liabilities) の 5 項目に分かれて作られています。これら全部を購入するか、それとも
第三者に損害を与えた場合に備えて「対人対物」だけを購入するかは選ぶことができます。価格については、各保険会社によって違いはあり
ますが、ウイングスでは、お客様から保険について聞かれた場合、プノンペン市内でよく見かける Lexus RX300 (2001 年、未登録、車両価格
17,500 ドル ) を例にとって、大体 400 ドル未満でしょうと伝えています。実際の金額は、保険でカバーする車両本体価格、年式、形状、利用
方法、補償内容によって違ってきますので、先の価格は、ひとつの目安として捉えてください。事故対応についてです。まず事故は、帰宅を急ぐバイクと車で道路が混みあうに起きまし
た。場所はプノンペン市内の大きな交差点。信号待ちをしていると、1 台の車が後部バンパーにぶつかってきました。低速であっても、1 トン以上もの物体が後ろから、突然ぶつかって
きたので、身体が前のめりになるほど、衝撃は大きかったです。衝突後、運転手は逃げることなく、車外に出てき、当てた箇所を確認していました。私は、同乗していたカンボジア人ス
タッフに保険会社のフロントガラスに貼っているレスキュー番号に電話するよう指示。すぐにオペレーターにつながり、聞かれるままに保険加入者名である会社名と保険証券の番号を伝
え、事故状況を説明していきました。約 20 分後、保険会社のレスキューチームが大型スクーターに乗って登場。すぐに双方から事故状況を聴き取り、食い違う点はないか確認。その後、
事故の解決方法として、保険か示談か、どちらか、聞かれました。保険処理となると、保険会社が指定の場所に車をもっていき、修理査定を受けるとのこと。この査定に 3 日ほどかかり、
その後、修理が完了し、車が戻ってくるまで 1 週間はかかるという説明を受けたので、すぐに解決してもらえる示談を選択。それと同時にぶつかった部分を携帯で写真撮影、それを
LINE で送信し、弊社ガレージ・スタッフに修理見積を依頼。15 分後にあがってきた見積金額をレスキューの方に伝え、私が交渉に入ることなく、事故を起こした相手と話をつけ始めま
した。このとき、レスキューの方が、こちらの提示価格について何も言わず、事故を起こした相手がその価格を支払うよう説明する行動にでたことは、心強く、頼りがいがあり、いまを
思えば驚きでした。ウイングスに来店される日本人のお客様から、ときどき事故経験について聞くことがあります。横からドアが凹むほどぶつかってきた相手から、「50 ドル払うので逃
がしてほしい。そうでないと会社を首になってしまう」と泣かれた。事故を起こしたのは自分ではないのに、事故現場に集まってきた人から、
「カンボジアの場合、事故状況がどうであれ、
お金のある方が被害をカバーすべきだから、事故を起こしたのがあなたでなくても、あなたがいくらか支払うべきだ」と言われ、20 ドルほど渡すことになったなど。実際、ドアにかす
り傷が入った程度であれば、低額で簡単に修理できますが、板金・塗装が必要になるほどの凹みを受けた場合、人件費の安いカンボジアであっても、50 ドルで修理できるケースは少な
いと思います。また、事故に遭った場合、きちんと状況を把握しない周りの人が言ってくる言葉にも気を付ける必要があると思います。今回のケースから学んだことです。ここカンボジ
アで事故に遭った場合、日本語でない言葉、クメール語や英語で対応するのは大変です。いろんなバックグランドをもつ人が居住するプノンペンで、言葉の違いだけでなく、文化や生活
習慣、物の考え方も大きく違う人と事故交渉するのも大変です。われわれ日本人にとって、カンボジアで車両保険に入っておく利点について考えると、保険会社のレスキューチームによっ
て、自分はあまり介入することなく、文化や習慣の違いに悩まされることなく、ロジカルにすばやく解決に導いてくれることであるように思いました。ウイングスでは、こういった経験
も踏まえ、お客様に車両保険についてご説明しています。また、お客様の利用条件にピッタリのお車のご紹介から販売、リーズナブルで説明重視の修理メンテ、その後、大事に乗ってき
たお客様の愛車の買取り相談まで、プノンペンでのお客様のカーライフをサポートすべく活動しておりますので、お車のこと。なんでもご相談ください。

WINGS GARAGE
深 豊幸
Tel : 077-531-013
Email：t.fuka@wings-a.co.jp
プノンペンでのお車のご購入やご利用について何でもご相談ください !

日本語･English･
各言語対応 multilingual
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ςȜΒήσ́େؚ̺̩̯͈ͤͭȜΫΑ

ŔŖśŖŌŊ

ŔŵįĺĴġőųŦŢũġŎŰůŪŷŰůŨġŃŭŷť

őũůŰŮġőŦůũ
ŕŰŸŦų

ȆĸıȂĲฑĥĵıȡ
ȆδςνȜθྖത͈გಱ
ȆႺഛ໓Ⴔħ;Ȃକ໓Ⴔۖ
ȆίΦϋβϋΗχȜ૯̞࢜
Ȇ໐;ؚΏντΛΠȆΨΑΗήۖ
ȆŏŉŌ̷͈͞ఈྦྷ༶ȂŘŐŘŐŘུ͈̈́̓ࢊ༶ণಶخෝ
ȆςάȜΠၚĺıĦոષ͈έΛΠζΛȜΐġĩĳıĲĸාထĪ

ŔŵįĳĸĵġőųŦŢũġŔŪũŢůŰŶŬġŃŭŷť

ɦٸြ͈̤ݖအ́͜Ⴚഛ໓ႴȪĥĶȫȆგಱȪĥĶſĹȫ́၌ဥخෝ̳́ȃ

No. 302 St.228, Khan Doun Penh, Phnom Penh
(+855) 23 218 961 / 090 797 410 ( 日本語直通 )
Email: reservation@azumayacambodia.com
ウェブ予約：www.azumayacambodia.com

ȁ̯ͭٯȂ̭̻͉ͭͅȡȃΙλͼ͂૭̱̳͘ȃ
ȁ̯ͭٯΠΛΉͼ̳̥̽̀̽̀͘ȉྴஜ͉̩ͣ̈́̀͜ྺ̧̞̹ͬম̦
̜ͥ૽͉ఉ̞̳͇́ȃು͈ΛȜͅয̹ྺ̧́ΠΛΉͼ͈ྴஜ͜ྺ̧ͅ
ဇြ̱̳͇̀ͥͭ́ȡȃ̺̥ͣು͈ྺ̧̺͂এ̞̽̀ͥ૽͜ఉ̞̳̫ͭ́̓Ȃ
ུ൚͉μκς͈֚ਅ́ΠΊ̳͇̈́ͭ́ȡȃ
© Cassi McKee - Nature's Aura Photography
̭͈ΠΛΉͼ͈ྺ̧ͬ ĸ ٝႲ̩́͂ࢨ̵̱̞̳̥̈́ͦͥͣ́ͣͅȂ̱͜ΠΛΉͼ͈ྺ̧̢̦̭̹
ͣ˓ٝତ̢͙̩̺̯̞͇̀̀ȡȃ͉́Ȃ̹͘ষٝȃΙλͼ̱̹͇́ȡȊȁȁȪŔįńįĪ

7NG

売地情報

7NG

Phnom Penh

-

B区画: 62,738m

2

37 km

Zone A

122,018

Factory

m2

Zone B

両区画ともに住居、工場、その他に利用可能
どちらか一方のみでも可

土地の登録は両者が契約に合意次第、契約者に移転します。

P.P. - 7NG

合計:

Main Load

詳細情報

場所 7NG （日本橋から37km）
住所 Seda Village, Vihear Sour Commune,
Ksach Kandal District, Kandal Provine
土地
2
トータル面積: 122,018m
A区画: 59,280m 2

Zone A 59,280 m 2 Zone B 62,738 m 2
お問い合わせ先 電話番号 089-804-989 / 012-300-133
247m x 254m
247m x 240m

日本語･English･
各言語対応 multilingual
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International
Youth Sport Club

La Maison d Ambre

Desert Story
Sunrise Japan Hospital

Phnom Penh Hotel
R
SUNWAY
Hotel
Gloria Jean’s
Jean
Coffee
Lavita Trading&Travel
Leopalece21

Gaiant Ibis
Old Market

V Silk Travel & Tour
The Blue Pumpkin
Metro Cafe

HAKATAYA

Sokaha
PhnomPenh
Hotel&Residence

tel
Diamond Ho
Phnom Penh

Czech R

BTSS

‹⁞⁖⁗‒⁅⁓‒‿⁓⁞⁞

epublic

FCC
Phnom Penh

Himawari
Hotel&Apartments

Cardamom Hotel

PhnomPenh Tower

Royal Palace
White Mansion Hotel
Solist

D22/H22
OMURA

Supermarket
Pencil

AZUMAYA HOTEL&DINING

Hair Removal
Salon MOTOKI
Town View
Hotel II

MORIIYA
UDON BAR

KIDS CITY
Daeum Kor
Market

TERRAZZA
Teav Bassac
Boutique Hotel&Spa
Little Fashion
New Sai TRAVEL

Teav Boutique
Hotel BKK1

MI-A

KOWA Restaurant
KANJI
Almond Hotel

東横 INN
プノンペン



OFURO Hotel
⁅⁓‒⁂⁗‒⁂⁓⁙⁖⁓

GREEN BOWL

Gyukaku
HIS
CAR FRESH
Amazing Cambodia
Gloria Jean’s
Jean s Coffee
OWNDAYS

The upcoming Fashion
ISSHIN
Sovanna Shopping Center

MI-A
Watami
Watami

YCT LAND

YOKO.JP

※エリアは目安です

Golina Boutique Hotel

Dubble Lafe Hotel

UEDA Cafe

GARAKU
Japanese Seafood
Restaurant

Cami Yui

MIYABI

My Soup House

Trattoria Bello

The ICON
Tai Meng Hotel
PPCB

General Commisariat
of National Police

Kintetsu World Express (Cambodia) Co., Ltd.
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読者に皆さまへお詫び
これまでご好評いただいておりました当シェムリアップ情報の2月号におきまして、弊社が依頼しておりましたカンボ
ジア人ガイドによる某ネットメディアから記事の無断転載及び某サイトから画像の無断転載が発覚致しました。
同事実発覚に伴い過去の記事を調査したところ、複数の記事において同様に全部若しくは一部の無断転載を確認
致しました。
寄稿記事とはいえ発行責任は弊社にあり、毎月当コーナーを楽しみして頂いていた読者の皆様の信頼を裏切る事になってしまった事を深くお詫び申し上げます。
また、寄
稿記事に対するチェックが至らなかった事が原因の一端であると真摯に受け止め、当コーナーの廃止を決定致しました事をご報告致します。
今後、信頼回復のためスタッフ一丸となり再発防止のため一層の対策を講じる所存でございますので、皆さまには今後ともお引き立て頂きますようお願い申し上げます。
甚だ簡単ではございますが、弊紙記事の不祥事のお詫びとご報告まで申し上げます。
Phnom Penh Press Neo 森 隆弘

Sihanouk Ville Information

皆さんはカンボジアにも地酒があるのはご存知でしょうか。ビールなどは皆さんよく飲まれると思うのでご存知だ
ろうが、他にもウイスキーやワインもあるのだ。今回は GOOD TIMES BAR さんにご協力いただき、カンボジアのウイ
スキーやワインの楽しみ方をご提案させていただきたい。

SUPER WHISKY
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ケーブルグラム
〈レシピ〉

あっさりさわやかな口当たり。

ウイスキー

お酒が弱い人にもおすすめ。

レモンジュース

レシピも簡単に手に入れやすい物ばかりなので

砂糖

自宅で作ってみてもよいかも。

ジンジャーエール

こちらがカンボジアのウイスキー「SUPER WHISKY」である。
カンボジアのウイスキーといえばメコンウイスキーが有名だが、こちら
の「SUPER WHISKY」もローカル商店などでも売っている為、見たこと
があるという方もいるだろう。
比較的安価で手に入れやすく、味は口当たりがマイルドでとても飲みや
すいため、女性にもおすすめである。
一般的にウイスキーはアルコール度数が高く、だいたい 40％前後のも
のが多く、中にはアルコール度数がビールの 10 倍もあるものもある。

オールドパル
〈レシピ〉

ウイスキーの味を引き立たせ、ウイスキー自体の味を

ウイスキー

楽しみながら味わえるカクテル。

ドライベルモット

今回ご紹介したカクテルの中では「SUPER WHISKY」と

カンパリ

一番良く合うカクテル。

そんなウイスキーの中では低いアルコール度数 20％のため、何も割らず
にロックでも楽しめる。

サイドカー

KIREL
こちらは「KIREL」というパームワインである。
これは先にご紹介した「SUPER WHISKY」とは打って変わって、かなり

〈レシピ〉

ほのかにウイスキーの香りが漂いながらもしっかりとした

ウイスキー

味わいがあり、後味がさっぱりしている分、何杯でも飲め

ホワイトリキュール

そうなカクテル。

レモンジュース

香りが強くかなり癖の強いお酒となっているため、そのまま飲まれるよ
りもカクテルなど何かで割って飲むことをおすすめする。
具体的にはまさにそのまま” ヤシ” という感じのため、芋焼酎など比
較的香りの強いお酒が好きな方には好まれるかもしれないが、本当に好
き嫌いの分かれるお酒だろう。
「SUPER WHISKY」もそうだが、この「KIREL」も他の同種のお酒とは
大きく違うため、お土産などには良いかもしれないが、喜ばれるかどう
かは保証できないため、自己責任でお願いする。

取材協力：GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

ホールインワン
〈レシピ〉
ウイスキー

よりもアルコール感が強く、お酒が苦手な人にはおすすめ

ドライベルモット

できないが、その分飲みごたえがある。

レモンジュース
オレンジジュース

クメールキティ
〈レシピ〉

営業時間 19:00 〜翌 2:00 年中無休
goodtimesbarphnompenh@gmail.com
Facebook : Good Times Bar Phnom Penh
#128 AE0. St.19, Sangkat Cheychumneah, Khan Daun Penh, Phnom Penh

見た目はサイドカーに似ているが、味は真逆でサイドカー

先にもご紹介した通りベースのパームワインがかなり癖が

パームワイン

強いため、上級者向けのカクテル。

ジンジャーエール

ジンジャーエールで割っている分、飲みやすくはなってい
るので、「KIREL」を試してみたい方は、ぜひこちらのクメ
ールキティをお試しいただきたい。
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90分 飲み放題 $30
指名料、
レディースドリンク込み
昔懐かしいアメリカンスタイル これ以上はいただきません。

BAR Crazy Horse
ᵏᵖᵘᵎᵎᵋᵐᵒᵘᵎᵎẅλئ૰ẅᵑἛἽẅ
ἛἼὅἁẅӲᵓἛἽ
ὁỶὅẆἥὊἽẆᣑẆỸỶἋỿὊễỄ

Lounge HAKATA
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月額たった$738

金利0%

110%返金保証
自由保有不動産

世界レベルのライフスタイルを

外国人購入可能
バンクローン可能
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今月の美人
名前： Ken Konglay
誕生日： 1993年5月20日
年齢： 23 歳
趣味： 歌を唄うこと、英語の歌を聴く。
好きな食べ物： オレンジ
将来の夢： ガイドになること。
仕事は大変だけどいろいろなお客様に
会えて楽しいです。
衣装協力

日本語･English･
各言語対応 multilingual
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寺院アドベンチャー
(2泊3日)

1日目
ルームのご宿泊
空港ピックアップ
到着時にクールタオルとウェルカムドリンク
ボートに乗って夕暮れの寺院巡り
FCCアンコールでのディナー

2日目

BOOK NOW
FCC Angkor
Pokambor Ave., next to the
Royal Residence, Siem Reap
E: reservations_sr@fcchotels.com
T: +855 63 760 280
www.fcchotels.com

397ドルから

ルームのご宿泊
朝食
3日間寺院の入場料付
トゥクトゥクで朝の人気の寺院へ訪問
（アンコールワット、バイヨン、タ・プローム）
昼食 選択可
午後に訪問する寺院は バンテアイ・スレイ、
バンテアイ・サムレイや地雷博物館
スピリチュアルマッサージ1時間
伝統的なクメールダンスショーとビュッフェディナー

3日目
（アンコール小児病院に $5の寄付）
* この他に2％の宿泊税、
7%のサービス料、
10%のVATが必要となります。

朝食
地元の市場やショッピング
チェックアウト/チルアウト
シェムリアップ国際空 港への送迎
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寺院アドベンチャー
(2泊3日)

1日目
ルームのご宿泊
空港ピックアップ
到着時にクールタオルとウェルカムドリンク
ボートに乗って夕暮れの寺院巡り
FCCアンコールでのディナー

2日目

BOOK NOW
FCC Angkor
Pokambor Ave., next to the
Royal Residence, Siem Reap
E: reservations_sr@fcchotels.com
T: +855 63 760 280
www.fcchotels.com

397ドルから

ルームのご宿泊
朝食
3日間寺院の入場料付
トゥクトゥクで朝の人気の寺院へ訪問
（アンコールワット、バイヨン、タ・プローム）
昼食 選択可
午後に訪問する寺院は バンテアイ・スレイ、
バンテアイ・サムレイや地雷博物館
スピリチュアルマッサージ1時間
伝統的なクメールダンスショーとビュッフェディナー

3日目
（アンコール小児病院に $5の寄付）
* この他に2％の宿泊税、
7%のサービス料、
10%のVATが必要となります。

朝食
地元の市場やショッピング
チェックアウト/チルアウト
シェムリアップ国際空 港への送迎
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ȁȁˎˍ˓ȂުͬͥٛȆΑζͼσΈσȜίࢷ̤༆̹̱̞࣐ͦͬ͘௷ȃ
͉ͥٛ́ު̦ڠ໐ˍා̥ͬ֨ͦ̀ͅවાȃˍා͈ۼএ̞ΫΟͬࡉ̹ࢃȂ̩̳ޮͤڬȆίτΓϋΠȪঞȫ௭೮̦̜ͤ
̱̹͘ȃު͉ΑζͼσΈσȜί͈͈̥ͣٯ௭ͥ࡞ဩͬ૯࠵ͅࡉ̞̱̹̀͘ȃު̥͉ͣুో́ैত̱̹ȶ͖̩̹̻͈΅Γ΅ȷ
̞̠͂ளഌ͈̈́ظίτΔϋΠ͂ιΛΓȜΐ̦̜ͤȂۜ൲͈̠̻̲̱̹ٛͬ͘ͅȃ̧̧֨ΐΩȜ·̤͒༆ͦͅ௷อ̱̱̹͘ȃ
ঀ̵̞̹̺̩ͩ̀ۜ৫͈ܨ̻̱͂̀Ȃρϋ͈ـ౭͈͚̱ͤఱٛͬΑζͼσ็చࢯ࣐̞̱̹́͘ȃ̷͈ࢃඤςϋΞȜςϋΈ
͉́Ȃȶ૽ল̩ͬ̾ͥȷ̥͂ȶΘϋΑͬࣉ̢ͥȷ̞̠͂ފ̦ٯႁ̧̱̞̞̈́͂́̈́هఴ̦̯̱̹ͦ͘ȃडࢃ͙ͭ̈́́ͅै̹̽ઘ̧
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ֠ͬལಫ̱̹ͤ͘ȃΈσȜί͈ᣏͬ૬͛Ȃ̯ͣͅಏၻ̧̩̭̦̈́ͥ͂́ͥ͂͂͜ͅȂু
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁட͈ಎ́এ̧̞̽ͤڰ൲̧́Ȃͅॼ̤ͥ༆̹̱ͦͤ̈́͂͘௷ȃ

St.370

Norodom Blvd. ノロドム通り

St.57

St.63

カンボジア初の日本人開業医
プノンペン日本人学校嘱託医
外科・内科・小児科。
日本人小児科専門医による診
察もあり。柔道整復師による
捻挫・ぎっくり腰・むちうち
ᨈᧈ‒‒ښຓ‒ͤ などの治療、鍼伮師による治
療も受けられます。

海外旅行保険キャッシュレスサービス対応 / 血液・尿検査 / レントゲン / 超音波検査 / 胃カメラ / 健康診断 / 予防接種 / 等各種対応
Monivong Blvd. モニボン通り

Ken Clinic

Mao tes toung Blvd. マウチェントン通り

Address :
No.14A, St.370, Sangkat
Boeng Keng Kang 1
Opening hours :
Mon. 〜 Sat.
8:30~13:00 / 15:00~19:00

Tel : 023 223 843（Japanese）/ 023 223 844（Eng, Kh) / 012 865 039（時間外）
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人材確保のお手伝い無料でいたします

西村 JICA シニアボランティア
Mobile : 095 266 960
E-mail : khmer51132@yahoo.co.jp

ŏņłĮĶŔڰ൲͈൵ව
ȁŋŊńłΏΣͺδρϋΞͻͺ̦ˑŔڰ൲͈൵වͬই̹͛ȃŏņł͉˒͈̾໐̳ͬ̾́۾ܥȃུ͉́ఉܑ̩͈ު́൵වȂக̱̞̀ͥȃˎ͈లˏͬ
ঀ̽̀Ȃڎ໐͈ΑΗΛέచય͈χȜ·ΏοΛί̹ͬ̽ȃ̴͘ȂˑŔ̞̹̩̾̀̽͘͜ͅة̞ͣ̈́ΑΗΛέ̥̳͈͊ͤ́́ȂΑρͼΡͬঀ̽̀ȂȶାၑȂା
ඞȂୄȂୄࠩȂ̱̫̾ȷ͈փྙ͂փ݅ͬˏˌ͕̓́୰ྶ̱̹ȃ̷͈ࢃȂகڰ൲ͬই͛ͥȃȶାၑȷ͉́Ȃຈါ̈́͂ະຈါ̫̈́ͬȂະຈါ͈̈́͜
ͬΘϋδȜσͅ֊̳ैު࣐̹ͬ̽ȃˍশۼ́Ȃैު̦ਞͩͥ͂Ȃະຈါ͈̦̺̫̈́̓ͦ͜ఉ̩̹̥ͬΑΗΛέ̧͉̹ۜ́ȃ̭͈́ٴਞ̱ͩ̽̀͘
̠͂Ȃౙ̈́·ςȜϋͺΛίैު̺͂ࢋٜ̯̱̠͈ͦ̀́͘Ȃˏ͉ȶାඞȷχȜ·ΏοΛίͬထ̱̞̀ͥȃ

̤ݖအ͈
ɖȶ২͈ু২ٳอ͈γΞσͬˍ˔ා̵̹̯͛ͥͅުٳȂఉତ͈૽ऺږ༗̦ຈါ͈͂̈́ͥ́Ȃŏņł̯ͭͬှ̱̞̳ͤ̀͘ͅȃȷĩΑΗȜΜȆȜετȜΏοϋĪ
For more information:

023 633 6002 / 016 786 655 / 077 232 378

jc_pp@nea.gov.kh

www.nea.gov.kh

カンボジア王国について
ɡŧŪŭŦįĲĺɡ

今回は珍事件ではないが、是非ともお気を
付け頂きたい事を。
それはズバリ AIDS についてです。以前に
弊社スタッフも AIDS 検査に行くなど意外と
身近に存在する AIDS。（※そのスタッフは無
事陰性でした。）
特に男性はリバーサイドや KTV など誘惑
が多く、健康な成人男性であればそれらに興
味を持ったとしてもおなしな事ではない。
性的サービス従事者の 50％近くが感染者
という報告もあるくらいなので、一時の快楽
に惑わされずにじゅうぶんご注意頂きたい。

ȆłśŖŎłŚłġŉŐŕņōħŅŊŏŊŏňȤĺőĩŅĶĪ
ȆńŢŮţŰťŪŢġłŪųűŰųŵŴȤĲĹő
ȆńłœġŇœņŔŉȤĲĵőĩŅķĭņķĪ
ȆńũŰŪŤŦġŕŢŹŪȤĺő
ȆŇńńġŉŰŵŦŭŴġŢůťġœŦŴŵŢŶųŢůŵŴȤĲĸőĩņĵĪ

ȆňŪŢůŵġŊţŪŴȤķőĩŅĴĪ
ȆňŭŰųŪŢġŋŦŢůȧŴġńŰŧŧŦŦŴȤĳıő
ġġĩłĴĭŅĳĭŅĶĭņķĪ
ȆŉłŌłŕłŚłȤĲĵőĩņķĪ
ȆŉįŊįŔįĩńŢŮţŰťŪŢĪńŰįĭġōŵťįȤĲőĩņķĪ

ӱ ࿂ୟȇĲĹĲĭıĴĶġŴŲİŬŮġġġ૽࢛ȇġ ĲĭĶķı ྔ૽ ĩĳıĲĶ ා Ī
Ӳ ࣭ྦྷࢹ଼͂ਕ ޗĻġĺıĦ ոષ̦·ιȜσ૽ȃఈͅαΠθ ĶĦȂ
 ૽لĲĦȂΙλθ͞५ྦྷڡ̈́̓ઁତྦྷ̦ ĳı ոષȃޗ
ര̦ఉ̞ȃ
ӳ ܨġĻ  ܬۋĩĲĲ ȡ ĵ  Ī ַ͂ ܬĩĶ ȡ Ĳı  Ī ̥ͦͅƥĲĳſĲ 
̦ड͜ၵ̱̩Ȃĳſĵ ̦ड̞͜ȃַ͉ܬͅତٝΑȜσ
̦ࣛͥȃ͈ܬۋओ̧̱͉̩̾Ȃটٸచॐ͈ષȂઘ̫
গ͉͛ຈଌȃ
Ӵ ىƦၰఢġĻġౙպ͉ςσ ĩŌŉœ ນܱ ĪĲıı ςσ́ ĳįĺĵ ȃ
ςσ͂ༀΡσঞ̦ঀဥ̯ͦͥȃĲ Ρσ͉ ĵĭııı ςσȃ
ӵ ·τΐΛΠȜΡġĻġࣞݭγΞστΑΠρϋ൝͈̮̩֚໐́ঀ
ဥخෝȃঌಎ͈ łŕŎ ͉́ȜΡ́΅λΛΏϋΈ̧̦́ͥȃ
Ӷ ߆࣐͈࢛जٳ୭ġĻġ༹૽࢛ज͈ਅ႒͉̦࣐ͥ͢ͅڎȂ൚जಡ߄
࢛जȂಡ߄࢛אजȂܢಡ߄࢛ज൝̦̜ͥȃ͉ىΡσƦς
σ̦ಎ̺̦Ȃ߆࣐͉࢛̽̀̀͢ͅ࠺ىजུ̱͂̀
͞ξȜυ൝ఈ͈ͅىచ؊̱̩̀ͦͥȃࡢ૽࢛ज͉ഝତ͞ġ
łŕŎ ͈၌༒Ʀ၌ၚƦհഽ൝́͐ȃłŕŎ ͉ ĳĵ শۼ၌ဥ́
̧ͥম̦ఉ̩ȂȜσΓϋΗȜȜΫΑ̦ਰ̱̞̀ͥ߆࣐
̜ͥ͜ȃ
ӷ ഩႁġĻġഩգ͉ ĳĳıŗ ́ȂĲııŗ ུ͈͈ഩاୋ͉་գ̦̈́ܕ
̞͂ঀဥະخȃ̹̺̱Ȃőń ͞დ͈ܕܥਰഩ൝̷͉͈͘͘
́͜࿚ఴ̞̈́ȃ
Ӹ ΥΛΠ۪ޏġĻġ֩ഝ͞γΞσ͉ ŇųŦŦġŘŪĮŇŪ ̦ຽ̞̱ͥ̀ݞȃ
ӹ କġĻġ֩କ͉ηΥρσ;ȜΗȜͬฃ̠ȃίΦϋβϋঌඤ͈କ
ൽକ͉ভཹ̧͞ഽ̈́ͣ࿚ఴ̞̈́ȃୄࠩ̈́ഝȂࠏ֩
ഝո͈ٸȨຕȩ͜ͅಕփȃ
Ӻ হհġĻġಁ̩̥̫͈͉̫̹̞́ͥ͘ȃΨͼ·̹ͥ֨̽͢ͅ
̩̦ͤఉอ̱̞̀ͥȃ
ӻ ম͂ఘȇϋδΐͺၳၑ͉Ω·ΙȜƦݿ͈໓ྙ̦අಭ́Ȃ
ૹ̞ၳၑ͜ఉ̞ȃփ͂ٸऴ͉ఉ̩୫̦ͦͥȂऴ͉̾ͬͅܨ
̫̹̞ȃ
̹͘Ȃ͉ٸ࿊́͜ȂγΞσඤ͉႖པًఉ͈̭̦͂ͧఉ̩Ȃఘ
་ͅا̢Ʀ֍ƦାಸसƦ໓৯͉ဥփ̧̳͓ȃ
Ӽ Πͼτমૂȇဢ̩́࿚ఴ̞̭̥̈́͂ͧͣȂ
ঞͬၠ̴̯̮͙
ภ̭̀ͥ͂ͧͅȂΏλχȜ̥କ̞́ၠ̳̺̫́ঞ̦̞̈́͂
̭ͧ́͘အșȃΞͻΛΏνͬુ̳͈̦ͥၻ̞ȃ

ȆŐŔġńŢŮţŰťŪŢȤĴőġ
ȆŌŊŅŔġńŊŕŚȤķőĩŅĶĪ
ȆőŭŢŻŢġőųŦŮŪŶŮġōŰŶůŨŦȤĳő
ȆŌŦůġńŭŪůŪŤȤĲĹőĩŅķĪ
ȆŔłŎœŊŕŉġŃŖŔŊŏņŔŔġńŐŏŔŖōŕłŏŕȤĳő
ȆōŦŰűŢŭŢŤŦĳĲġńŢŮţŰťŪŢġńŰįĭġōŵťįȤĸőĩńĴĪġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ȆŔŢŵũŢűŢůŢġŃŢůŬġőōńȤĲĸő
ȆŎźŴŭŪůŨŕŗȤĲĵő
ȆŔŰŬġŉŦůŨġőųŪůŵŪůŨġŉŰŶŴŦȤĳıő
ȆŐųŬŪťŦġŗŪŭŭŢȤĲĶőĩņĶĪ

【Phnom Penh Press Neo
広告掲載について】

৽ါ۾ܥ߸۾Ⴒ၁୶

ུ࣭ఱঀ܁
ව࣭ۯၑমྩਫ਼
̤૭̱ࣺ͙͉Ȃ
ϋδΐͺུ૽ٛ
Ⴒ၁୶ȁഩდȁĺĻıı〜ĲĸĻııȪ〜߄ȫ
࣭षފႁ ࢹܥĩŋŊńłĪ
ȁུࢊȇıĳĴġķĴķġĹĴĳĲġġġ
ུཟօ૦ ࢹܥޟĩŋņŕœŐĪ
ȁŌŉȆņŏňȇıĳĴġķĴķġĹĴĳĳȁ
ƷǞǏǟƽǟƲུ૽ऺٳอƿǞǁƱ
ȁņŮŢŪŭȇűũůŰŮűŦůũűųŦŴŴůŦŰŁŨŮŢŪŭįŤŰŮȁġ
ίΦϋβϋ࠙ख़
ࠇशાਫ਼ȂͼΒȂࠇशۼܢ൝̮̩̺̯̞ȃ કཡ ĩ ίΦϋβϋ Ī
 ݢݣĩ ίΦϋβϋ Ī
【Phnom Penh Press Neo ̤੩̫Θͼμσ】 ພ֭
႕̢͊Ȥ
ȁȁȁȁȶࠇश̯̞̤ͦ̀ͥഝ̧࣐̹̞͈͒́ȂΠͽ ġġƳ Ǟ ǁ Ʊ ǆ ƽ Ư ǆ ǚ Ŕ Ő Ŕ ƹ Ǚ Ǉ ư ƹ
ġġŔŶůġŊůŵŦųůŢŵŪŰůŢŭġńŭŪůŪŤ
ȁȁȁȁȁ·Πͽ·͈ഢͅൽմඤ̱͕̱̞ͬ̀ȷ
ίΦϋβϋ࣭षߗࢽ
ȁȁȁȁ
ȶထͬව̹̞̦ͦȂࢊםȆϋδΐͺ
ΏͿθςͺΛί࣭षߗࢽ
ȁȁȁȁġġࢊ́ഩდ̦̥̫̞ͣͦ̈́ȷ
ȁ̈́̓Ȥ
ΨΑٛ২
̷͈ఈ̤͈ࣾͤष͉Ȃ̤̮ͅࠚܨႲ၁̩̺̯̞ȃ ġġňŪŢůŵġŊţŪŴ
ġġŎŦŬŰůŨġņŹűųŦŴŴ
ঞέͻΑུ͉ࢊȆϋδΐͺࢊ̀ͅచ؊
ġġōŢųųźŵŢ
̞̹̱̳͘ȃȁŕņōȇıĳĴġķĴķġĹĴĳĲġ
ġġŏŦŢŬġŌųŰųũŰųŮ

ıĳĴġĳĲĸġĲķĲ
ıĳĴġĹĺıġĴĹı
ūŢŤūŪŮŶŬźŰŬŶŁŰůŭŪůŦįŤŰŮįŬũ
ıĳĴġĳĲĲġķĸĴ
ıĳĴġĺķķġĳĶĴ
ıĳĴġĹĹĴġķĵĺ
ĲĲĸġŰųġıĳĴġĺĺĺġĺĺĺ
ķķķġŰųġıĳĴġķĹĹġĹĶĶĶ
ĲĲĺġŰųġıĳĴġĸĳĵġĹĺĲ
ıĳĴġĳĲķġĺĲĲ
ıķĺġĳķĹġıķıġĩŋűůĪ
ıĳĴġĹĺıġĲĵĴ
ıĲĳġĺĴĹġĶĳĳ
ıĳĴġĺĺĺġĴĴĴ
ıĳĴġĵĳĸġĶĲĹ
ıĲĲġĳıġĳıġĳı
ıĳĴġĳĲĺġĵĺķ

ȁ୶උ৪͈༷̦̰̰ͩͩέͻΆ͘ང͇̀ြ̹ͣͦȃ̭͈༷͉ոஜ̮ͅ৽૽͂ຳິඵ૽́ϋδΐͺͅြ̹ͣͦषͅ
ঞ̤ͬඋ̧͙̞̹̺̰̰̤ͩͩঞ̩̺̯̹༷ͬ̽́ȂĳıĲĶ ා Ĳı ͈ঞ࿂̷͈̭́͂ͬ͜ત̵̯ٚ̀ೀ̞̹ȃ̷̱̀
͉ࣽٝ௳ঊ̯ͭ͂ϋδΐͺͅြͣͦȂ̰̰ͩͩέͻΆ͘௷ͬ́ͭೀ̞̹ḁ̑ͅږιΛΓȜΐ̵͈̯ͤ৾ͤͬ̀͞ೀ
̞̹षͅȶ̶͌২έͻᾼ̤͜ၛ̻̞̯̺̩ͤܙȷ͂࡞ུ̹̦̽൚ͅြ২ೀ̫͉ͥ͂এ̴̧͙͈̦̽̀ࣼͦ͜
̺ͭȃȁ̞̯̯̥ஜྙ͉̜̦́ͥȂତ̜ͥૂ༭ধ͈ಎ̭͈̠́͢ͅඋ৪͈༷̥ͣۜ৫̯ͦέͻΆ͘ͅ௷ͬ́ͭೀ
̫ͥૂ༭ধ̦̜̺̠̥ͥͧȃ̭ͦͅྕ̵̴ͤ͢ၻ̞ঞ࿂ै͈ͤୈ̧̱̞̹̞ͬ̀ȃ

őũůŰŮġőŦůũġőųŦŴŴġŏŦŰ
ίΦϋβϋίτΑƦΥ
Ĵ ȁĳıĲĸ ා Ĵ  Ĳı อ࣐
ྀۏȁষ ĳıĲĸ ා ĵ  Ĳı อ࣐ထ
༎ਬȆอ࣐ȁőũůŰŮġőŦůũġőųŦŴŴġŏŦŰġńŰįĭōŵťį

ŏŰįĳĹņĭġŔŵįķĲıĭġŔŢůŨŬŢŵ
ŃŰŦŶůŨġŌŰŬġԆĭġŌũŢůġŕŰŶŭġŌŰųŬĭġ
őũůŰŮġőŦůũį
ıĳĴġķĴķġĹĴĳĲĩŋőŏĪġ
ıĳĴġķĴķġĹĴĳĳĩŌŉƦņŏňĪ

ȆŔŰŬũŢġŉŰŵŦŭŴġħġœġŦŴŰųŵŴȤĹőġĩŇĴĪ
ȆŔŖŏŘłŚġŉŐŕņōȤĺőĩŅĳĪ
ȆŕŐŚŐŕłĩńłŎŃŐŅŊłĪńŐįĭōŕŅȤĲĹő
ȆŖŅŐŏġŃłœġŎŐœŊŊŚłȤĲĵőĩŅĶĪ
ȆŚńŕġōłŏŅȤőĳıĩņķĪ

Ⱥอ࣐ୣහ৪Ȼġ૩ၦࢬȁ
Ⱥ༎ਬȻġġġġġġġġġġಎఆং
ȺΑΗΛέȻġġġġŏźġŔŰŤũŦŢŵŢĭġœŪůġŌŢůůŪŬŢ
ȁȁȁȁȁȁġକޕဉ
Ⱥ৾ऺȆज़גȻ
ġġୃှ

3
4

3/20
春分の日

3/8
International
Womenʼ s Day

4/29
昭和の日

4/14~16
Khmer New Year
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