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ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ႔ဥ
ႈ ပေဒ

外国投資法

(၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၁)

（2012 年 連邦議会法律 番号 21）

၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည္႔ေက်ာ္ ၃ ရက္

1374 年ビルマ暦 7 月満月後 3 日

(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၂ ရက္)

（2012 年 11 月 2 日）

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ဤဥပေဒကိုျပဌာန္းလိုက္သည္။
၂။ (ဍ)

ေျမဌားရမ္းခြင့္ ရရွိသူ သို႔မပာုတ္ ေျမအသံုးျပဳခြင္႔ ရရွိသူ

ႏိုင္ငံေတာ္က

သတ္မွတ္ထားသည္႔

ေျမဌားခကို

連邦議会はここにこの法律を制定する。
ဆိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးေဆာင္၍

သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအပိုင္းအျခား အထိ ေျမဌားရမ္းခြင့္ရရွိသူ သို႔မပာုတ္
ေျမအသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူကို ဆိုသည္။
၁၇။(ဃ) မိမိဌားရမ္းခြင့္

သို႔မပာုတ္

အသံုးျပဳခြင့္ရွိေသာေျမကို

ေကာ္မရွင္က

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ
အသံုးျပဳျခင္း၊
၁၇။(င) ခြင့္ျပဳမိန႔ျ္ ဖင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳထားေသာေျမႏွင့္

2.（m）

土地を賃借する権利を有する者又は土地を使用する権利を有する者と

は、連邦に対して当該土地のために規定された賃料を支払うことにより規定された
期間まで土地を賃借する権利を有する者又は土地を使用する者を意味する。

17.（d）委員会により規定された条件及び契約に含まれる条件に従って賃借し、又
は使用する権利を有する土地を使用すること

အေဆာက္

အအံုမ်ားကို လုပ္ငန္း သက္တမ္းကာလအတြင္း ထိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ 17.（e） ビジネスを実行することを許可された土地及び建物を事業期間以内、投
အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား

တဆင့္ဌားရမ္းျခင္း၊

ေပါင္ႏွံျခင္း၊

အစုရွယ္ယာ 資ビジネスのために他者に対する転貸借し、譲渡抵当に供し、また持分権及びビ

လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းျခင္းတု႕ိ ကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ジネスの移転を委員会の許可を得てから実行すること
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
၁၇။(စ) မိမိဌားရမ္းခြင့္

သို႔မပာုတ္

အသံုးျပဳခြင္႔ရရွိေသာ

ေျမ၏သဘာ၀

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ သို႔မပာုတ္ ေျမအနိမ႔အ
္ ျမင့္အေနအထားအား သိသာ ထင္ရွား
စြာ ေျပာင္းလဲမႈကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မျပဳလုပ္ျခင္း။

17.（f）委員会の認可なしに賃借又は使用に権利を有する土地の地形又は高さを
明確に変更しないこと
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၁၇။(ဆ) မိမိဌားရမ္းခြင့္
ေျမေအာက္၌

သို႔မပာုတ္

ခြင့္ျပဳသည္႔

အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေသာ

လုပ္ငန္းႏွင့္

မသက္ဆိုင္ဘဲ

ေျမ၏ေျမေပၚ
မူလစာခ်ဳဳပ္တြင္ 17.（g）賃借又は使用する権利を有する土地の上下で、許可されたビジネスに関

မပါ၀င္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတတြင္းထြက္ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ေရွးေပာာင္း ၀တၱဳ 連せず、もとの契約に含まれていない自然の鉱物資源又は骨董品及び埋蔵物が
ပစၥည္း ရတနာသိုက္ကိုျဖစ္ေစေတြ႔ရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္သို႔ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္း 発見されたならば、委員会に直ちに知らせ、委員会が許可すれば、当該土地上で
ၾကားျခင္း၊ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳလွ်င္ ယင္းေျမေပၚ၌ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ビジネスの実行を継続し、実行の継続の許可が得られなければ、投資家により選
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္မရရွိလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူက ေရြးခ်ယ္ တင္ျပသည္႔ ေနရာ 択され、提出される代替地に移転し、実行すること
တစ္ခုအား အစားထိုးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၃၁။

ေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအား အမွန္လိုအပ္သည္႔ ေျမဌားရမ္းခြင့္

ကာလ သို႔မပာုတ္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ကာကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ကနဦး ႏွစ္ ၅၀ အထိ
ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
၃၂။

ေကာ္မရွင္သည္ ပုဒ္မ ၃၁ အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးျပီး

ေနာက္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏႏွင့္
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ တစ္ဆက္

တည္း သက္တမ္းတိုးခြင့္ ၁၀ႏွစ္ ႏွင့္

ယင္းသက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီး ထပ္မံ၍ ၁၀ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည္။
၃၃။
အလို႔ဌာ

ေကာ္မရွင္သည္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏ စီးပြားေရး ပိမ
ု ဖ
ုိ ြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္ေစရန္
ေျမဌားရမ္းခြင့္ရွိသူ

သို႔မပာုတ္

သေဘာတူညီခ်က္ရယူျပီး ျပည္ေထာင္စု

ေျမအသံုးျပဳခြင့္

ရသူထံမွ

ကနဦး

အစိုးရအဖြဲ႔၏ၾကိဳတင္ သေဘာတူညီ

ခ်က္ျဖင့္ ယင္းေျမေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။
၃၄။

ေကာ္မရွင္သည္

အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းပိုင္

ေျမဌားရမ္းခ

ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ၾကိဳတင္

သေဘာတူညီ

ခ်က္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္သည္။

31．委員会は投資家に対して、ビジネス、産業の種類及び投資の規模により当初
50 年間を上限として土地を賃借し、又は使用する権利の実際に必要とされる期間
を許可することができる。
32．委員会は投資の規模及びビジネスの種類により、第 31 条に基づき許可された
期間の満了後、ビジネスの継続を希望する投資家に対して、これに続く 10 年の期
間を延長し、かつ、当該期間満了後さらに 10 年の期間を延長することができる。
33．委員会は連邦の経済発展の目的で、連邦政府の事前認可を得て、土地を賃
借し、又は使用する権利を有する者から最初の合意を得ることにより、当該土地に
投資をすることを許可することができる。
34．委員会は、連邦政府の事前の認可を得て、政府部門又は組織により所有され
る土地の賃料の比率に関して明記することができる。
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၃၅။
၌

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားလုပက
္ င
ုိ ခ
္ ြငရ
့္ ရွထ
ိ ားသည္႔ ေျမယာမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ကန္ထရိုက္

စနစ္္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားရင္းႏွးီ ျမဳပ္ႏသ
ံွ ႏ
ူ င
ွ ့္ ဖက္စပ္စနစ္ျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္
ခြင႔ရ
္ ွိသည္။
၃၆။

ေကာ္မရွင္သည္

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္

ဖြ႔ံျဖိဴးတိုးတက္

ေစရန္

အလို႔ဌာ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈနည္းပါးျပီး ဆက္သြယ္သြားလာေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသ
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဤဥပေဒပါ ေျမဌားရမ္းခြင့္ ကာလ သို႔မပာုတ္
ေျမအသံုးျပဳခြင့္ ကာလထက္ပိုမို၍ ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြ႔၏
ဲ
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

35．投資家は、農場で農業及び畜産のビジネスの契約システムを履行する場合、
市民が実行を許諾された市民投資家と共にする合弁システムによってのみ実行す
る権利を有する。
36．委員会は、全国の発展の目的で、連邦政府の認可を得て、経済が相対的に
発展せず、アクセスが難しい地域に投資する投資家の恩恵のために、この法律に
含まれる土地を賃借し、又は使用する権利のための期間をより長く規定することが
できる。

参考ため：

၂။(ဌ)

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

ဆိုသည္မွာ

ႏိုငင
္ ံေတာ္၏

နယ္နိမိတ္အတြင္း 2.（l）

投資とはこの法律と一致する連邦の領域内の投資家により監督された

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူက ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္း 様々な種類の財産を意味する。この表現において、次のものが含まれるものとす
အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါ၀င္သည္ (၁)

ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊

မေရြ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္

အျခားပစၥည္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေပါင္ခံ ခြင့္ႏွင့္
ေပါင္ႏွံခင
ြ ့္မ်ား၊
၄။

ေအာက္ပါ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္႔ သို႔မပာုတ္

တားျမစ္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္. –
(ဋ)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

る。
（ⅰ）

動産、不動産及び他の財産に関連する権利について法律に従って譲渡

抵当に供される権利及び譲渡抵当に供する権利
４．

စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ （k）

次の投資は制限又は禁止されるビジネスとして規定されるものとする。
連邦政府の許可により経済特区として規定される地域を除き、連邦の領

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွအပ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား 域及びその他の国家と接する国境から 10 マイル以内で実行される外国投資のビ
နယ္နိမိတ္ထိစပ္လ်က္ရွိသည္႔

နယ္စပ္မ်ဥ္းမွ

တစ္ဆယ္မိုင္အတြင္း ジネス
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ေဆာင္ရြက္မည္႔ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားရင္းႏွးီ ျမဳပ္ႏမ
ံွ ႈ လုပ္ငန္း မ်ား၊
၁၂။

ေကာ္မရွင္၏

(ဇ)

အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေသာေျမ၏ ေျမေပၚေျမေအာက္၌ ခြင့္ျပဳသည္႔

ႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ မူလစာခ်ဳပ္တြင္မပါ၀င္ေသာ

သဘာ၀

လုပ္ငန္း
သယံဇတ

ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ေရွးေပာာင္း၀တၱဳပစၥည္းကို ျဖစ္ေစ ေတြ႔ရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္က
ခ်က္ခ်င္းသိရွိရန္ႏွင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁၇။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

(ဆ)

မိမိဌားရမ္းခြင့္

သို႔မပာုတ္

အသံုးျပဳခြင့္ရရွိေသာ

အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

ေကာ္မရွင္က

ေတြ႔ရွိလွ်င္
ခြင့္ျပဳလွ်င္

ေကာ္မရွင္သို႔
ယင္းေျမေပၚ၌

ခ်က္ျခင္း
ဆက္လက္

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရရွိလွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူက ေရြးခ်ယ္
တင္ျပသည္႔

ေနရာတစ္ခုအား

အစားထိုးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍

で許可されたビジネスに適用されないと認められれば、即時認識し、委員会により
行動をとるように管理すること

ေျမ၏

မပါ၀င္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတ တြင္းထြက္ ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ေရွးေပာာင္း
ရတနာသိုက္ကိုျဖစ္ေစ

（h）もとの契約に含まれない自然資源又は骨董品で、使用権を有する土地の上下

17．投資家の義務は次のとおりである。

ေျမေပၚေျမေအာက္္၌ ခြင့္ျပဳသည္႔ လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ မူလစာခ်ဳဳပ္တြင္
၀တၱဳပစၥည္း

12．委員会の義務は次のとおりである。

ေျပာင္းေရႊ႕

（g）賃借又は使用する権利を有する土地の上下で、許可されたビジネスに関連せ
ず、もとの契約に含まれていない自然の鉱物資源又は骨董品及び埋蔵物が発見
されたならば、委員会に直ちに知らせ、委員会が許可すれば、当該土地上でビジ
ネスの実行を継続し、実行の継続の許可が得られなければ、投資家により選択さ
れ、提出される代替地に移転し、実行すること

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၄၃။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငနး္ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

အျငင္းပြားမႈ

တစ္စံု

တစ္ရာ

ေပၚေပါက္လာပါက (က)

အျငင္းပြားသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ေပၚေပါက္လာသည္႔ အျငင္းပြားမႈကို

ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ေျဖရွင္း၍ ေျပလည္မႈမရရွိပါက -

(၁)

သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္

ထားျခင္းမရွိလွ်င္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းနည္း
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္

43．投資ビジネスに関して何らかの紛争が生じたならば、
（a）紛争の当事者間で生じた紛争は友好的に解決されなければならない。
（b）当該紛争が第（a）項に基づき解決できないならば、

သတ္မွတ္
အညီလိုက္နာ

（ⅰ）紛争解決手順が関連する合意に規定されないならば、連邦の現行の法律に
従って受諾され、実行されなければならない。
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(၂)

သက္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္

ျခင္းရွိလွ်င္

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းနည္း

ယင္းသတ္မွတ္ထားသည္႔

သတ္မွတ္ ထား

ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္အညီ

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄၆။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းသိ႔ု
စာရင္းဇယားမ်ား၊

ေကာ္မရွင္၊

ျပဳစုတင္ျပေသာ

သက္ဆိုင္ရာ

အလုပ္သမားခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ

တမင္မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း သို႔မပာုတ္ ထိမ္ခ်န္
သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား

ေပၚေပါက္

ပူးတြပ
ဲ ါ

ေငြေရး ေၾကးေရး

အေထာက္အထားမ်ား

စသည္တို႔ကို

ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ

လွ်င္

れなければならない。

အစိုးရဌာန၊

အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ

စာခ်ဳပ္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား၊

（ⅱ）関連する合意に規定されるならば、紛争解決手順に従って受諾され、実行さ

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ

46．投資家が故意に誤った陳述を行い、又は委員会、関連する政府部門及び組
織に対して準備され、提出された提案に添付された口座、法律文書、書類、財務
書類、雇用書類を隠蔽する信用できる証拠が現れたならば、彼は刑事手続に基
づき訴訟提起されなければならない。

အေရးယူျခင္းခံရမည္။
၅၄။

ဤဥပေဒပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္က
ဆိုင္ရာစာခ်ဳ႔ပ္မ်ားႏွင့္
ကြလ
ဲ ပ
ြဲ ါက

ျပဌာန္းခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္သည္

အတည္ျပဳ

လက္ခံထားေသာ

သေဘာတူညီခ်က္ပါ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

ျပည္ေထာင္စု
အျပည္ျပည္ 54．この法律のいずれかの条項がミャンマー連邦共和国により採用された国際条

အခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္

ဆန္႔က်င္ 約及び合意のいずれかの事項に反するならば、国際条約及び合意に含まれる事

သေဘာ တူညီခ်က္ပါ 項は遵守されなければならない。

