
 

 

 

2021 年 春月号レポート                         

～コロナウィルス感染症対策ワクチン接種開始～  

 

 

コロナウィルス感染症は2019年度末に中国・武漢市で感染が確認されてから既に一年以上経過したが未

だに世界中のいたる国では終息の見通しが立たない状況と成っております。 

しかし、イスラエルを皮切りにしてコロナ感染症予防対策としてワクチン接種が開始され終息へ向けて

の期待が日に日に高まってきております。 

 

現在（3月17日）世界でのコロナウィルス感染症の発生状況は 

 

感染者：1億2200万人 

死者 ：    269万人 

STEP1Malaysia 通信 



 

 

 

      （世界新規感染者数）                （世界死亡者数） 

 

上記グラフは世界のコロナ感染症の感染者数と死亡者数の推移ですが、多い日には一日の感染者数が約

85万人（1月7日）発生しておりましたが、ワクチン接種開始や各国での再ロックダウンの効果により確

実に収束に向かっており、3月17日の世界新規感染者数は45万人と死亡者も含めて減少に転じています 

 



『世界のワクチン接種状況 ： 3月17日現在』 

 

 

イスラエルでは既にワクチン接種が人口の105％を占めており以下イギリス40％、アメリカ34％ 

と接種されております。 

ファイザー製ワクチン接種率の高いイスラエル・イギリス・アメリカの最近の感染率の推移について下

記推移グラフを参照ください。 

 

ワクチンの効果だけではないでしょうが、各国ともに確実に収束に向かっているのは下記グラフでも読

み取れ、コロナ終息の日が来る日が期待を持てる経過と言えるでしょう。 

 



     

      

      



『マレーシアのコロナ感染症状況 ： 3月17日現在』 

    

PCR検査数：６９７１３７１名（21％） 陽性者数：３２７２５３名 陽性率：4.7％ （3月17日現在） 

 

マレーシアでは昨年の7月頃には新規感染者数が『ゼロ』に成る日もございましたが、9月下旬にその当

時刑務所内でのクラスター感染者数が増加傾向にあったボルネオ島サバ州の地方選挙応援に駆け付けた

選挙関係者により半島側への感染が拡大し、2021年1月13日より感染拡大対策としてMCO（活動制限令：

ロックダウン）が再度3月4日まで全国に導入されました。 

昨年3月18日より導入された初回MCO（活動制限令：ロックダウン）と比較すると今回のMCO2.0は州を跨

ぐ移動の禁止及び店内飲食禁止や20時以降の外出制限などはありましたが、許可を得る事により事業活

動も許されまた感染者数の下降に伴い段階的に規制も緩和され、現在は店内飲食も社会的距離を保つ事

で許可されております。 しかし依然、他の州への移動は禁止されていると共に、マレーシア人の出国

禁止及び観光ビザでの入国については禁止処置が施されております。（MM2Hビザ等の長期滞在ビザ保有

者のみ許可を得る事で入国は可能ですが、7～10日間の指定施設での強制隔離がございます。 

 

（3月5日よりKL・セランゴール州・ペナン州・ジョホール州もCMCO：条件付きに移行されました） 

マレーシアのワクチン接種政策は来年の2月までに全国民の80％の接種を完了する予定で有り、外国人

も含めて全て無料接種と成ります。 

先月からファイザー製ワクチン接種が開始され、昨日まで既に34万人程度の医療従事者などを最優先に

接種が完了致しております。  



『マレーシアのワクチン接種状況 ： 3月17日現在』 

  

マレーシアではファイザー製のワクチン接種が2月24日よりムヒディン首相のほか、１年前に感染拡大

が始まってから新型コロナ対策の旗振り役を務めてきた保健省のノル・ヒシャム・アブドラ保健局長、

アダム・ババ保健相、保健省の幹部４人を皮切りに接種が開始されました。 

3月11日現在医療従事者を中心に34万人強が既に接種を終えています。（2万人/日ペース） 

国家接種計画では、第１期（２～４月）に医療従事者や生活に不可欠な業種に従事している人など、第

２期（４～８月）に基礎疾患を持つ人など、第３期（５月～来年２月）に18 歳以上のマレーシア在住

者（外国人を含む）へのワクチン接種を進める予定。 

 

ワクチン接種を受けるためにはマレーシア政府のコロナ感染症対策アプリ『MySejahtera(マイスジャテ

ラ)』から登録する必要が有り、既に800万人が登録を完了しております。 

店舗入店時などはMySejahteraで登録を済ます必要が有り、登録されずに入店等をされた場合は罰金対

象（RM1000～）と成りますので、必ずスマホにダウンロードする様にして下さい。 

  



『MM2Hビザプログラムの現況について ： 3月17日現在』 

2020年6月末にマレーシア政府によりコロナ感染症対策の国境封鎖を理由に突然申請手続きが停止した

MM2Hビザプログラムの現状についてですが、残念ながら今現在も国境が封鎖されている為に、新規の申

請及び新規ビザ発行の手続きについては凍結されている状況と成っております。 

昨年12月にナンシーシュクリ―観光大臣が2021年度3月を目途に【改善されたより良い新たなMM2Hビザ

プログラム】を発表したいと発言がございましたが、現実的には3月中の発表は難しいのではないかと

言うのがSTEP1Malaysia.comの見解です。 

マレーシア政府は【改善されたより良い新たなMM2Hビザプログラム】に改善するために第三者団体であ

り世界4大監査法人としても有名なKPMGグループにコンサルティング及び調査依頼をされております。 

1月27日にSTEP1Malaysia.comもKPMGグループとのZOOMによる会合に出席して様々な意見交換や、政府へ

の要望についてMM2Hビザ代行申請業者の立場から伝えさせて頂きました。 

 

  

KPMGグループは1997年度から開始されたMM2Hプログラムの前身である『シルバーヘア―プログラム』

も含めて現在に至るまでのMM2Hビザの申請者推移や国への貢献度など様々な観点から調査を行っており

ました。マレーシア政府から依頼があったと思われる申請条件変更検討については他の先進国のプログ

ラムとの比較をされてましたが、STEP1Malaysia.comとしてはその様な国と同様な条件に変更がされた

場合はマレーシアを選択する人は激減すると進言しております。ナンシーシュクリ―観光大臣は3月を

目途にと言っておりましたが、KPMGグループは3月末を目途に調査結果及び提案書を提出する予定で活

動しているとの事でしたので、やはり、進展まではもう少し時間が掛かるのではないかと思われます。 



また2月19日にはマレーシアインバウントチャイニーズ協会の会頭で有り、大手MM2H申請代理店であ

るEZTグループCEOであるDato Angie氏と共にMOTAC（観光芸術観光省）のナンシーシュクリ―大臣及び

観光省高官との会合も行いましたが、MM2Hビザプログラムに関しては『現在継続審議中』との回答でや

はり情報の更新は残念ながら得られませんでした。 

   

 

（コンサルティング会社 KPMG社による調査結果・提案プレゼンテーション実施） 

   

先にご案内いたしましたマレーシア政府よりMM2Hビザについての包括的な調査依頼を受けていたコンサ

ルティング会社：KPMGグループは3月16日に観光・芸術・文化省のナンシーシュクリ―大臣に対して調

査結果及び提案のプレゼンテーションを実施いたしました。 

以下、ナンシーシュクリ―大臣のコメント和訳です。 

今朝行われたKPMGマネジメント＆リスクコンサルティングによるマレーシア・マイ・セカンド・ホーム

（MM2H）プログラムに関するプレゼンテーションでは、昨年9月に開始された調査の進捗状況報告、影

響、弱点、そしてより良く改善するための提案がなされました。 

私は、提案された新しいアイデアは、MM2Hプログラムを再活性化させ、マレーシア経済に貢献するもの

と考えています。KPMGの提案の中には、プログラムのターゲット市場、マーケティング戦略、プログラ

ム情報の普及、効果的なガイドラインのほか、2つの新しいプログラム、すなわち退職者プログラム

（RP）と投資による居住者（RBI）の導入が含まれています。 

内務省（MOHA）、マレーシア移民局（JIM）、マレーシア警察（PDRM）など、他の省庁との緊密な協力

により、MM2Hプログラムを活性化し、回復させ、復活させることができると信じています。 

＊提案を元に関係部署との調整を行うとの事で、結果が出るまでにはまだ時間が掛かりそうです。 



 

https://www.youtube.com/watch?v=jRnK5UNHg94 

上記Youtubeにて沖縄県出身、マレーシア在住者のYukoさんとのコラボ企画としてマレーシアの現状に

ついてMM2Hビザの状況や個人的な意見も含めて色々とお話させて頂いておりますので宜しければ参考に

御覧ください。 （STEP1Malsia.comは沖縄県の委託駐在員業務も兼務しています） 

『MM2Hビザでのマレーシア入国方法 ： 3月17日現在』 

昨年より段階的に MCO（活動制限令：ロックダウン）期間中に海外に取り残された長期滞在ビザ

（MM2Hビザや就労ビザ）保有者の入国についは許可制にて入国する事が出来ます。 

 

手続き方法が幾度となく変更されておりますが、最新の手続き方法（MM2Hビザの場合）をこちらにて

情報シェアさせて頂きます。 

 

① 下記のページにアクセスする 

https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main?termConditionN2H 

上記から入って、「AGREE AND PROCEED」へ進み所定の項目に必要事項を入力する。 

 

『Application Foam』 Travel Purposeは 

１ ： SCHOOLING/STUDY （就学目的の場合） 

２ ： NOBODY TAKE CARE OF THE HOUSE  (MM2Hはこちらをクリック） 

３ ： Travel Description は理由、上記と重複も良いと思います。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRnK5UNHg94
https://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main?termConditionN2H&fbclid=IwAR28_7GJY3oRRB3hL81FXHbUDkkQWvdMJoy82dYVt5OC0NCLMDeYHqmaEj4


『Sponsor / Employer/Applicant Contact Information』 

現地の連絡先人情報を入力する。 

知り合いや会社、又は MM2H代理店などを連絡先にすれば良いかと思います。 

（＊私共を連絡先としてお使いください。） 

 

『Application Information Details』 

申請者情報の入力 主副申請者が同時に申請する場合は主申請者を APPLICANT1に入力する方が

良いでしょう。 

又、パスポート、MM2Hビザ、マレーシア出国時のスタンプページを JPEG又は PDFにて添付する。 

 

② マレーシア入国管理局からの許可が申請数日後に届きます。 

・MyTravel Pass/PERMISSION TO ENTER MALAYSIA FOR MM2H PASS HOLDER の受理後、駐日マ

レーシア大使館に下記の書類コピーを渡航日の遅くとも 3日前までにメールにて送信すると共に下記

ページより隔離ホテル予約等を行う https://safetravel.myeg.com.my/ 

有効期限：90日は申請時期などで異なる様なのでご注意ください。 注１ 

・約定書（LoU)をスキャンしたもの LoU とは隔離ホテル費用支払い約束証です。 

・各自のパスポートのスキャン（顔写真のページと MM2Hビザのページ） 

・航空券のスキャン 

・入国管理局の入国許可証（MyTravelPass/PERMISSION TO ENTER MALAYSIA FOR MM2H PASS 

HOLDER） 

駐日マレーシア大使館（mwtokyo@kln.gov.my 又は consular.tyo@kln.gov.my）へ送付。 

 

④ 駐日マレーシア大使館より 

・PERMISSION TO PERFORM JOURNEY TO MALAYSIA が届く、有効期限：30日 Letterは英文 

受領後 30日以内が有効と記載あり。（30日以内にマレーシアに帰国必要が有る為、申請日は逆算し

て考える必要が有ります ） 

 

⑤空港チェックインカウンターへ下記を持参 

・入国許可／トラベルパス：MyTravelPass/PERMISSION TO ENTER MALAYSIA FOR MM2H PASS 

HOLDER 

・渡航許可書：PERMISSION TO PERFORM JOURNEY TO MALAYSIA 

・COVIT-19 negative certificate 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsafetravel.myeg.com.my%2F%3Ffbclid%3DIwAR0o9GuaF4dN7EAbB4nULcC1e7Le1x888H6oF4BRZMyL813F-EqDqZJOzCg&h=AT1icBXkOGvOCRguJq8ozd8TshQNpCnuTYQXQSaqQ4mdbetHCgQ-RG-Vz7k8kWDg2p2Q14JR1ZZz8bKufTTTSOJ4hRzQjyrC9SQPMBJFV1Egzlr_s4_P68nJKrRG9I_73Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3zlsJ-IqsTRBl-JSl97XKXWKmUCEZclESpxat50uJaIwqObJSqhbUqleC2-98_YvL10iAASCEo8DSWwd8T_Dyr78-9TBypWmhJynM_BFO3X-J-5bBnen4xok29JuCffkcAC4KDJvBWb-lo8K2B-C_GwDQDxZNU-dk


⑥出発前の COVID-19検査は不要だが、KLIA空港にて実費で PCR検査を行い陰性の場合は 10日

間の強制隔離と成る。 

出発 3日以内の PCRスワブ陰性証明を提出すると隔離が 7日間に短縮される。 

 

＊強制隔離時の注意事項 

強制隔離時は部屋から一歩も外出できない厳しい処置と成ります。食事は 3食提供されますがマレ

ーシア料理が中心で日本人には口に合わない場合もございますので、レトルト食品やお菓子類を持参

するのも良いでしょう。 また、お酒を購入する事も差し入れする事も出来ませんので、ドリンカーの方

は日本からハンドキャリーで持参しましょう。友人等からの差し入れは可能ですが、保健省係官の検

閲があり、アルコール類やノンハラル食品は差し入れが出来ませんのでご注意ください。 

（煙草もダメです） 

常に情報は更新される場合がございますので、渡航前の最新情報をご確認ください。 

手続き方法が変更等については皆さんからの最新情報のご提供もお待ち申し上げております。 

費用について 

以下は、マレーシア政府が発表している費用です。（Mysafetytravelで政府指定のホテルを選び、

決済した場合） 

◉大人 1人目：固定運営費 RM2,600＋10日間の宿泊費 RM1,500=RM4,100 

◉同室の子ども 1人目：固定運営費 RM2,600+宿泊費 RM500＝RM3,100 

◉同室の子ども 2人目：固定運営費 RM2,600+宿泊費 RM500＝RM3,100 

◉6歳以下の子ども：固定運営費 RM2,600 

◉PCR検査費用：1人 RM250×2回 

（2回目の PCR検査費用は、本来 RM120なのですが、Mysafetytravel上では RM250×2回分

が請求されます。後日、返金を求める場合は、refundcovid@moh.gov.my へ返金申請手続きを

行う必要があります。なお、返金されるかどうか確約はできません。 

上記全額を現地決済にて行う場合は、2回目の PCR検査費用は RM120が適用されます） 

 

『現在取得可能な長期滞在ビザについて ： 3月17日現在』 

MM2Hビザビザは上記でもご説明させて頂いたように、現在も新規申請が停止されておりますが、3月17

日現在新規にて取得可能な長期滞在ビザは以下と成ります。 

 

１．就労ビザ（カテゴリー２・３） 

２．学生ビザ  

 

＊注意： 現在新規の学生ビザの申請及び発給が開始されましたが、保護者ビザについては申請が許さ

れておりませんので、大学生以上又は寮生活による就学に限られそうです。 

詳細及び最新情報は各学校にまで直接お問い合わせください。  

mailto:refundcovid@moh.gov.my


『現在可能なMM2Hビザ手続きについて ： 3月17日現在』 

コロナ感染症拡大防止策のMCO（活動制限令）期間中の観光ビザでの入国禁止処置中は一切のMM2H新規申請及

び審査作業の凍結が実施されておりますが、既に取得済みのＭＭ２Ｈビザ保有者様の可能な手続きについて

ご案内いたします。  

【MM2Hビザ更新手続き】  

パスポートを切り替えた後に10年間のＭＭ２Ｈビザ有効期限の残存期間を新しいパスポートに移行する作業

はマレーシア国内に滞在されている場合は手続き可能です。  

万が一、主申請者様がマレーシア国外に滞在されていて副申請者（奥様やお子様）がマレーシア国内に滞在

さている場合は、主申請者様がマレーシアに不在でも更新手続きは可能です。  

 

【10年間のＭＭ２Ｈビザ延長手続き】  

ＭＭ２Ｈビザ取得から既に10年間の有効期限を迎え、更なる10年間のＭＭ２Ｈビザ延長手続きに関しては マ

レーシア国内に滞在されている場合は手続き可能です。  

申請は10年間の有効期限を迎えられる3か月前から手続き可能です。 

１．健康診断受診  

２．ＭＭ２Ｈビザ用定期預金の更なる10年間の更新手続き及びレターの入手  

３．上記の書類を等と共に移民局ＭＭ２Ｈユニットに延長申請手続きを行う  

４．約ひと月後に10年延長許可の仮承認レターが発行される  

５．仮承認レター発行後、6か月以内に手続きを済ませる  

 

【ＭＭ２Ｈビザキャンセル（解約）手続き】  

ＭＭ２Ｈビザのキャンセル（解約）手続きも現在可能です。  

コロナ感染症の影響でマレーシア渡航が困難な状況下ですが、マレーシア政府は特別処置としてマレーシア

に訪問すること無くＭＭ２Ｈビザのキャンセル及び定期預金の解約が可能と成っております。  

条件として東京にある在日本マレーシア大使館や在外公館に一度出かけて頂く必要がございますが、『リモ

ートＭＭ２Ｈビザキャンセル』が出来ます。  

コロナ感染症の影響でいつ自由渡航が叶うかも不透明な状況でもあり、ＭＭ２Ｈビザキャンセル及び資金の

引き上げをお考えの方は step1malaysia@gmail.com までお問い合わせください。  

【就学証明書 取得手続き】  

ＭＭ２Ｈビザにてご子息様がマレーシアで就学されている場合は必ず『就学許可書』の取得をお薦めいたし

ます。 MCO（活動制限令）の部分解除後にＭＭ２Ｈビザ保有者についてはマレーシアへの入国が許可され

ましたが、何故かＭＭ２Ｈビザ保有者の学生さんには入国許可が発行されない事態が発生いたしました。 状

況を確認した所、『就学許可書』を取得していなかった事が問題でしたので取得をお薦めいたします。  



【定期預金一部解約手続き】  

ＭＭ２Ｈビザ取得条件として50歳以上（ＲＭ15万）50歳未満（ＲＭ30万）の定期預金亜ずれ入れが有ります

が、ＭＭ２Ｈビザ取得2年目以降はマレーシア国内で不動産購入・自動車購入・医療/教育費などで支払った

際の領収書等が有れば最大50歳以上（ＲＭ5万）50歳未満（ＲＭ15万）まで引き出す事が可能です。 しか

し、引き出すためには移民局ＭＭ２Ｈユニットからの許可書の取得が必要と成ります。  

 

【免税車両転売許可書の取得手続き】  

ＭＭ２Ｈビザの特典を利用した免税購入や免税輸入された自動車の転売・、名義変更には移民局MM2Hユニッ

ト及び財務省等からの許可書の取得及び残存価値の関税の支払いが必要と成ります。  

 

＊上記のMM2Hビザに関する諸手続きに関しては問題なく行う事が可能でございますが、各役所共に現在もコ

ロナ感染症拡大防止策の為に入館制限及び完全予約制と成っておりますので時間に余裕を持ってお手続きさ

れる事をお薦めいたします。 

 

＊その他弊社サポートについて＊  

【リモート遺言書作成の手続きについて】  

マレーシアではDistribution ACT 1958と言う相続法が有り、死亡が確認された時点で全てのマレーシア国内

の資産は相続法により凍結と成ります。 相続法では相続人及び分配率も法律で定められており、遺言書が無

い場合は相続法に従い裁判所の許可を得て初めて相続が可能と成ります。 この作業には当然マレーシアにお

越し頂く又は弁護士などに依頼しての手続と成りますが、資産が複雑に成ればなるほど相続実行までには多

大な時間と費用を要する事と成ります。  

（MM2Hビザ保有者様が死亡された際の定期預金解約には遺言書又は裁判所の許可が必要と成ります。） 

その様な事態を避けるためにSTEP1Malaysia.comで以前よりマレーシアでの遺言書の作成をお薦めしておりま

した。 コロナパンデミック期間中に体調悪化や渡航が出来ない状態に成られた方も多数おられまた、中には

他界された方もおられますが、遺言書が無い場合は手続きを進めるのが困難な状況で資産が凍結状態に成ら

れている方も多数いるとお聞きしています。  

STEP1Malaysia.comはマレーシア政府系のAmanah Rayaの公証人資格を保有しておりこの度マレーシアにお越

し頂かなくとも遠隔地から『リモート遺言書作成手続き』のサポートが出来る様に成りました。  

Amanah Rayaは政府系で有り遺言書作成費用も一番安く設定されています。  

『リモート遺言書作成手続き』はマレーシアのMM2H関連企業では唯一STEP1Malaysia.comが提供する事が出来

るサービスと成っておりますので、万が一に備えて手続きのご検討をお薦めいたします。  

Amanah Rayaについてはホームページを参照ください。  https://www.amanahraya.my/ 

           



【口座凍結防止対策の手続きについて】  

マレーシアの銀行口座は、一年（銀行によっては半年）以上、資金の引出しがない場合、自動的に口座凍結

処理が行われます。口座が凍結されると口座利用が出来なくなります。  

口座凍結を解除するには、口座名義人ご本人が銀行へ出向き、解除手続きを依頼する必要がございます。ま

た、７年間凍結された口座の資金は、マレーシアの中央銀行（Bank Negara Malaysia) に集約され、そこか

ら資金を引出すことは非常に大変な手続きとなります。ご自身の大切な資金を守るため、口座凍結にご注意

ください。 資金を移動させるためには年一回はATM機器から引き出す又はデビットカード機能を使って買い

物をするやオンラインバンキングを使用して送信するなどの方法が有効でしたが、昨年度より安全性を考慮

して期限が切れた際のデビットカード（キャッシュカード）の自動郵送更新が行われなくなっております。  

又先月よりHSBC銀行は資金移動する際に必要なセキュリティデバイス機器からワンタイムパスワードを得る

方法が銀行に登録されている携帯電話のHSBCアプリから取得する方法に移行されています。  

この様な状況下、資金の引き出しや移動が行えずに口座凍結に至る場合が予見されますがSTEP1Malaysia.com 

は定期預金金利を活用した口座凍結防止策及び有効な資金運用策をご提案させて頂いております。  

 

 

Far-East

Alpha-30  (FA30F)
23.07 79.19 119.35 4 3 4 ★★★★★ アグレッシブ
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 Bond                                  (

BOND)
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『コロナ禍・低金利時代の有利な資産運用方法』 

      
コロナ感染症による経済支援対策としてマレーシア中央銀行は政策金利を段階的に切り下げを行い、

3月現在、1.75％/年率と過去にない低金利と成っております。  

コロナ感染症の終息の見通しが立てば、景気刺激策として更なる政策金利の切り下げが予測され、

以前の様な 3％/年率の政策金利に戻るにはまだまだ先に成るのではないかと予測されます。 

 

    

 

コロナ感染症蔓延により世の中はロックダウンと言う都市封鎖や、外出制限令などの処置により世界経

済は停滞いたしました。 それにより石油の需要は落ち込み原油価格の暴落にも至りました。 

ご紹介しているパーム農園投資はパーム油の原料と成るパーム椰子の果実を栽培しており、皆様の中に

は原油などと同様に需要減による価格暴落に繋がるのではないかと心配されているのではないでしょう

か？ 心配ご無用です。 パーム油は世界で一番使用されている食品用植物油で有り、低価格の食品油

であることから経済が停滞すればするほど需要が増えてきており、有事にも費用に強い産業です。 

 

EAST WEST ONE 社のパーム農園投資スキームは販売開始から既に 11年目を迎えて満期償還も開始されて

おります。 11年間、一度も滞ることなく 3か月毎に配当も支払われており低金利時代の現在の状況で

は元本保証・配当保証の投資スキームは非常に頼もしい資産運用先とお薦めいたします。 

現在、マレーシア通貨リンギットに対して日本円大幅高の状態であり、為替から言っても投資されるに

は最高のタイミングと成っております。  



【パーム油農園投資スキーム 8 年間投資型商品】 

(1) 元本保証・配当保証（9％/年・10.5％/年）の投資スキームです。 

(2) 投資期間は 8年間です。 

(3) 配当は年に 4回です。(3・6・9・12月下旬に銀行口座に振り込まれます) 

(4) 投資通貨は、マレーシアリンギットです。 

(5) 投資金額は RM20000（約 53 万円）及び RM120000（約 318 万円）の種類より選択購入出来ます。 

＊注意：現在購入できるのは RM20000/口及び RM120000/口のプランだけです 

 

『EAST WEST ONE 社のご紹介』 

上記でご紹介いたしましたパーム農園投資スキームの農園運営状況及び CEO である Dato ジェーシー氏

についてご案内させて頂きます。 

EAST WEST ONE 社は東マレーシア（ボルネオ島）のサバ州コタキナバル市に本社を構え、下記の地域

にてパーム農園栽培を営んでいます。 

         

 

EAST WEST ONE 社 ホームページ： http://www.eastwestone.com/  

EAST WEST ONE 社 ビデオ紹介 ： https://www.youtube.com/watch?v=38sTTsfMumg&t=2s 

CEO テレビ局取材ビデオ      ： https://www.youtube.com/watch?v=KJpMz6Jx7B0&t=383s 

The Star 英字新聞紹介記事：https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2018/10/10/investment-

option-in-palm-oil 

 

上記、Youtube にて CEO である Dato ジェーシーさんや農園、会社の様子が紹介されていますので是非

ご視聴のほどお願いいたします。 

 

http://www.eastwestone.com/
https://www.youtube.com/watch?v=38sTTsfMumg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KJpMz6Jx7B0&t=383s
https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2018/10/10/investment-option-in-palm-oil
https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2018/10/10/investment-option-in-palm-oil


（EAST WEST ONE 社について） 

EAST WEST ONE 社は、主にパーム椰子のプランテーション（栽培）、ヘルスケア、鉱業、投資スキー

ム等の事業を 2006 年より開始し、マレーシアのサバ州でアブラヤシ栽培に適した土地を取得し、開発を

続けています。（マレーシアでは雑木林登記された土地は収入の見込みがない上に転売するにも小規模で

は買い手が付きません。 その様な小規模な雑木林保有者から EAST WEST ONE 社は 60 年間の賃貸契

約を結ぶと共にパーム椰子農園として開発する事で登記を無償で農地に変更しております。雑木林保有

者は今までは何らの勝ちもなかった土地から 60 年間に渡り賃貸収入を得ると共に農地へと登記変更さ

れたために将来の転売が可能と成り、非常に喜ばれております。 これらのビジネスモデルは EAST 

WEST ONE 社の大きな特徴であり、初期コストを抑えられる事により事業運営をスムーズに行う大き

な原動力と成っております） 

EAST WEST ONE 社は、マレーシアで初めてマレーシア会社登録委員会（SSM）の承認を受けた 3 つ

の農園投資スキームを運営・管理したグループとしてよく知られており、EAST WEST ONE 社はマレー

シアで最も成功した農園投資スキームの運営・管理者であり、最大手のグループ会社となっております。 

これらの農園投資スキームはマレーシア政府により「2016 年投資スキーム法」の下で承認されており、

投資家の利益を保護するために、特にグループの農園開発と運営の進捗状況をマレーシア会社委員会に

よって綿密に監視されています。 2 回/年、世界的にも有名な大手会計監査法人により厳しい会計監査

が行われ、その結果は投資家様に全て公開されております。 

現在、EAST WEST ONE 社は、マレーシアのサバ州で FFB 回収センターを運営するなど、アブラヤシ

のバリューチェーンの中で多くの事業に携わっている。 

その他の農業分野では、パーム椰子苗の植栽・販売、木材伐採権の運営、畜産などを行っており、将来的

にはココナッツ、カカオ、コーヒー、針葉樹などの栽培を計画しています。 

 

また、EAST WEST ONE 社は民間のホリスティック・ウェルネスセンター（病院）を運営し、オースト

ラリアの医療研究会社と提携して革新的な再生医療ソリューションを提供する生物学的研究室を所有し

ています。（Dato ジェーシーご夫妻は共にインドの医学部卒のお医者さんで、農園運営は先代から引き

継がれたビジネスです） 

インドネシアでは、複数の大理石採石場を管理し、ブロック、スラブ、タイルの形での大理石の国際的な

マーケティングを行っています。 

 

（CEO Dato ジェーシー氏について） 

EAST WEST ONE 社グループの創設者兼 CEO で有る DATO' DR JESSIE TANG 氏は 2000 年初頭に

マレーシア・サバ州のパーム油農園栽培産業に進出した実業家です。 彼女のリーダーシップの下、グル

ープの事業は現在インドネシアにまで拡大し、特に農業と鉱業の分野で活躍されています。 

様々な産業振興活動の実績が認められ 2003 年にマレーシアのケダ州のスルタン（王室）から「Dato」の

名誉称号を授与されました。また 2020 年 7 月ムヒディン・ヤシン首相により、政府に助言を与える目的

としてマレーシア国家発展統一諮問委員会のメンバーの一員として DATO DR JESSIE TANG 氏を諮問

委員に任命されております。 



    

Dato' Dr. Jessie 氏は、マレーシア国内及び国際的にもメディアの出版物でよく取り上げられおり、2018

年には、彼女はアジア太平洋起業家賞（APEA）によるマレーシアの農業産業のブランド賞インスピレー

ションブランドアイコンリーダーシップ賞 2018、アジア太平洋ブランド財団（APBF）によるブランド

賞創業者レガシー賞 2018-2019 など等を受賞しました。 

  

   



また個人的な立場では、男女平等、女性の社会的進出及び地位向上促進、高齢者の福祉を向上させること

に特に関心を持っています。地域レベルでは、タイを拠点とする著名なシンクタンクであるナショナル・

ビルディング・インスティテュート・インターナショナル（NBII）の創設者メンバーを務めている。ま

た、マレーシア女性経営研究所(WIM)の副最高経営責任者、マレーシア経済研究所(MIER)の理事会、KSI

の理事会メンバーなど、多数の理事会のメンバーを務めている。また、マレーシア不動産所有者協会

（MEOA）の評議員にも任命されています。射撃の達人であり、武道家でもある彼女は、神戸大阪国際

空手道協会の会長であり、後援者でもある。ASEAN Women Business Leader of the Year Award 2020

を受賞し、地域における女性の起業家精神を強化したいと考えている。 

        

『EAST WEST ONE社 農園アップデート』 

昨年から世界中で蔓延しているコロナ感染症の影響でマレーシアでも 3 月 18 日から一切の社会活動を

停止する MCO（活動制限令：ロックダウン）が 2 か月間行われ、以降段階的に規制緩和をされてはいま

すが、未だに終息の目途が立っていない状況です。 

農園運営に対しては生活必需産業としてロックダウン中も活動を許されていた為に農園栽培運営への影

響は最小限で抑えられております。 

 



 

 

 

 



  

 

コロナ感染症禍でも世界で一番消費されている植物油であるパーム油は旺盛な需要により過去十年間で

最高の金額で取引されており、3 月初旬では RM3,906（105000 円）/トンで推移しております。 

パーム油ビジネスはマレーシアの国家としての基幹産業であり現在の好調な取引価格に対しては輸出税

8％を課税しており、国家財政収入にも貢献しております。 

（価格が下がると最大０％まで引き下げられます） 

        



ヨーロッパ諸国によるパーム油の輸入制限については 2025 年からの予定でしたが、2035 年からに変更

されておりますが、上記の国別パーム油輸出表を参考にすると、ヨーロッパ諸国への輸出は全体の 15％

程度で有り、仮にヨーロッパ諸国への輸出が途絶えた場合も、中国やインド、アフリカ諸国など等からの

需要が大きく、影響は軽微であると言えます。 

ＥＵのパーム油の輸入制限の背景にはオリーブ油産業の保護が根底にあると思われますが、パーム油の

輸入制限をする事により結局自国民は高額な油の使用を強いられることと成り自由貿易世界では決して

有効な政治手段ではないかと思われます。 

しかしマレーシア・インドネシア政府はパーム油農園栽培の環境改善には積極的に取り組んでおり『持

続可能なパーム油の為の円卓会議』などを設立して環境改善に向けて取り組んでいます。 

『2020年度 EAST WEST 投資スキーム財務報告書』   
 

2020 年度（12 月 31 日まで）の財務報告書が世界的大手である監査法人である Crowe Malaysia PLT よ

り公表されておりますので、要点のみご案内させて頂きます。 

        

     

2020 年度 12 月 31 日現在 RM347,680,000（約 94 億円）を信託会社内にて管理しており、健全な財務

状況と成っております。定期預金の金利だけでも RM640,000（約 1.7 億円）の収入がありました。 

また 2020 年度の配当支払い総額は RM29,829,470（約 8 億円）で新規契約による収入は RM32,400,250

（約 8.7 億円）と 2019 年度 RM65,818,698（17.7 億）よりはコロナ感染症ロックダウン（外出禁止、業

務停止）の影響で落ち込んでおりますが、コロナ感染症による景気刺激策や財政出動による低金利時代

の現在の環境下では、より良い資産運用先としてマレーシア人による購入が大きく進んでおり、2021 年

度中には RM12 万/口に関しては完売するのではないかと予測されてます。 



『3 年・5 年満期・新投資スキームのご案内』 

パーム農園投資スキームの運営・販売会社の社長である Dato・Dr.ジェーシー社長は元々ご夫妻共に医者

で有りパーム農園運営に携わった経緯は実家が農園経営をしていた背景がございます。 

パーム椰子以外にも家畜飼育やカカオ栽培及び高級生姜の栽培など等を手掛けております。 

マレーシアで栽培される生姜はベントン生姜と言い非常に高級種であり中国を始め高需要な作物と成っ

ています。 今回、新たに【生姜投資スキーム】として限られた方々にのみ販売する事と成りました。 

 

【生姜農園投資スキーム 3/5 年間投資商品】 

(1)元本保証・配当保証（12％・13％）の投資スキームです。 

(2)投資期間は 3年間及び 5年間です。 

(3)配当は年に 2回です。(6月 30日・12月 31日に指定の銀行口座に振り込まれます) 

(4)投資通貨は、マレーシアリンギットです。 

(5)投資金額は RM 50000 / 口 及び RM 200000 /口 

  満期日償還を迎えましたら 30 日後に元本は指定口座に振り込まれます。 

 

＊詳細につきましては直接ご連絡頂けましたらご案内させて頂きます。 

 

『生姜農園栽培 アップデート』    

 
2019年 8月より生姜栽培の開墾作業が開始され、総面積２０７ヘクタール（東京ドー45個分）の開墾が

2020年 12月 31日まで完了し、１８５ヘクタール（東京ドーム 40個分）の農地にて生姜栽培が行われて

おります。 収穫された生姜は、コロナ感染症による健康意識（免疫力向上）の高まりにより更に需要が

増し、栽培された生姜はサバ州内の市場に販売されております。マレーシアは世界で 8 番目に生姜を輸

入している国で、1番はアメリカ、2番が日本と成っております。 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


