
日経アジア300指数銘柄一覧 （2019年4月1日時点）

会社名 国/地域 取引所
ＴＣＬ集団 中国 深圳
安徽海螺水泥 中国 香港
華潤ビール 中国 香港
華能国際電力 中国 香港
楽視網 中国 深圳
貴州茅台酒 中国 上海
京東方 中国 深圳
広州汽車集団 中国 香港
康師傅控股 中国 香港
恒安国際集団 中国 香港
三一重工 中国 上海
珠海格力電器 中国 深圳
重慶長安汽車 中国 深圳
春秋航空 中国 上海
招商局港口 中国 香港
上海汽車 中国 上海
上海電気集団 中国 香港
青島ビール 中国 香港
蘇寧雲商 中国 深圳
中興通訊（ＺＴＥ） 中国 香港
中国移動 中国 香港
中国遠洋 中国 香港
中国旺旺 中国 香港
中国海外発展 中国 香港
中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ） 中国 香港
中国核電 中国 上海
中国銀行 中国 香港
中国建設銀行 中国 香港
中国交通建設 中国 香港
中国工商銀行 中国 香港
中国国際航空 中国 香港
中国神華能源 中国 香港
中国人寿保険 中国 香港
中国石油化工（シノペック） 中国 香港
中国石油天然気（ペトロチャイナ） 中国 香港
中国船舶重工 中国 上海
中国中車 中国 香港
中国中信（ＣＩＴＩＣ） 中国 香港
中国中鉄 中国 香港
中国鉄建 中国 香港
中国電信 中国 香港
中国東方航空 中国 香港
中国南方航空 中国 香港
中国農業銀行 中国 香港
中国平安保険 中国 香港
中国聯通 中国 香港
長城汽車 中国 香港
東風汽車集団 中国 香港
騰訊控股（テンセント） 中国 香港
比亜迪（ＢＹＤ） 中国 香港
美的集団 中国 深圳
復星国際 中国 香港
宝山鋼鉄 中国 上海
万科企業 中国 香港
万州国際 中国 香港
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会社名 国/地域 取引所
蒙牛乳業 中国 香港
緑地控股 中国 上海
聯想集団（レノボ） 中国 香港
ＡＩＡ 香港 香港
ＣＬＰ（中電控股） 香港 香港
ＰＣＣＷ 香港 香港
ウィーロック 香港 香港
キャセイパシフィック航空 香港 香港
ジャーディン・マセソン・ホールディングス 香港 シンガポール
スワイヤパシフィック 香港 香港
銀河娯楽集団 香港 香港
恒基兆業地産 香港 香港
恒生銀行 香港 香港
恒隆地産 香港 香港
香港取引所 香港 香港
香港鉄路（ＭＴＲ） 香港 香港
周大福珠宝集団 香港 香港
新鴻基地産発展 香港 香港
新世界発展 香港 香港
長江実業集団 香港 香港
長江和記実業（ＣＫハチソンホールディングス） 香港 香港
東亜銀行 香港 香港
利豊 香港 香港
遠東新世紀 台湾 台湾
可成科技（キャッチャー・テクノロジー） 台湾 台湾
華碩電脳（エイスース） 台湾 台湾
巨大機械工業（ジャイアント） 台湾 台湾
群創光電（イノラックス） 台湾 台湾
研華（アドバンテック） 台湾 台湾
光宝科技（ライトン） 台湾 台湾
宏達国際電子（ＨＴＣ） 台湾 台湾
広達電脳（クアンタ） 台湾 台湾
鴻海（ホンハイ）精密工業 台湾 台湾
国泰金融控股 台湾 台湾
儒鴻企業（エクラ・テキスタイル） 台湾 台湾
上銀科技（ハイウィン・テクノロジーズ） 台湾 台湾
仁宝電脳工業（コンパル） 台湾 台湾
正新橡膠工業 台湾 台湾
台達電子工業（デルタ電子） 台湾 台湾
台湾水泥（台湾セメント） 台湾 台湾
台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ） 台湾 台湾
台湾塑膠工業（台湾プラスチック） 台湾 台湾
大立光電（ラーガン・プレシジョン） 台湾 台湾
中華航空 台湾 台湾
中華電信 台湾 台湾
中国鋼鉄 台湾 台湾
中国信託金融控股 台湾 台湾
兆豊金融控股 台湾 台湾
長栄海運 台湾 台湾
長栄航空（エバー航空） 台湾 台湾
統一企業 台湾 台湾
南亜科技（ナンヤ・テクノロジー） 台湾 台湾
日月光投資控股 台湾 台湾
富邦金融控股 台湾 台湾
宝成工業 台湾 台湾
豊泰企業 台湾 台湾
友達光電（ＡＵＯ） 台湾 台湾
裕隆汽車製造 台湾 台湾
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会社名 国/地域 取引所
聯華電子（ＵＭＣ） 台湾 台湾
聯発科技（メディアテック） 台湾 台湾
和碩聯合科技（ペガトロン） 台湾 台湾
和泰汽車 台湾 台湾
宸鴻光電科技（ＴＰＫ） 台湾 台湾
ＣＪ第一製糖 韓国 韓国
ＫＢ金融持ち株会社 韓国 韓国
ＫＴ 韓国 韓国
ＫＴ＆Ｇ 韓国 韓国
ＬＧディスプレー 韓国 韓国
ＬＧ化学 韓国 韓国
ＬＧ生活健康 韓国 韓国
ＬＧ電子 韓国 韓国
ＳＫ 韓国 韓国
ＳＫイノベーション 韓国 韓国
ＳＫテレコム 韓国 韓国
ＳＫハイニックス 韓国 韓国
アモーレパシフィックグループ 韓国 韓国
イーマート 韓国 韓国
オリオン 韓国 韓国
カカオ 韓国 韓国
サムスンＳＤＩ 韓国 韓国
サムスンＳＤＳ 韓国 韓国
サムスン重工業 韓国 韓国
サムスン生命保険 韓国 韓国
サムスン電子 韓国 韓国
サムスン物産 韓国 韓国
セルトリオン 韓国 韓国
ネイバー 韓国 韓国
ハナ金融持ち株会社 韓国 韓国
ハンコックタイヤ 韓国 韓国
ハンミサイエンス 韓国 韓国
ポスコ 韓国 韓国
ロッテケミカル 韓国 韓国
ロッテショッピング 韓国 韓国
韓国航空宇宙産業 韓国 韓国
韓国電力公社 韓国 韓国
起亜自動車 韓国 韓国
現代グロービス 韓国 韓国
現代モービス 韓国 韓国
現代建設 韓国 韓国
現代自動車 韓国 韓国
現代重工業 韓国 韓国
現代製鉄 韓国 韓国
新韓金融持ち株会社 韓国 韓国
大韓航空 韓国 韓国
斗山重工業 韓国 韓国
ＸＬアクシアタ インドネシア インドネシア
アストラ・インターナショナル インドネシア インドネシア
アダロ・エナジー インドネシア インドネシア
アネカ・タンバン インドネシア インドネシア
インドフード・スクセス・マクムル インドネシア インドネシア
ウィジャヤ・カルヤ インドネシア インドネシア
ガルーダ・インドネシア航空 インドネシア インドネシア
カルベ・ファルマ インドネシア インドネシア
グダン・ガラム インドネシア インドネシア
グローバル・メディアコム インドネシア インドネシア
サラトガ・インベスタマ・スダヤ インドネシア インドネシア
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会社名 国/地域 取引所
スンブル・アルファリア・トリジャヤ インドネシア インドネシア
セメン・インドネシア インドネシア インドネシア
チプトラ・デベロップメント インドネシア インドネシア
テレコムニカシ・インドネシア インドネシア インドネシア
バンク・セントラル・アジア（ＢＣＡ） インドネシア インドネシア
バンク・ラクヤット・インドネシア（ＢＲＩ） インドネシア インドネシア
ブキット・アサム インドネシア インドネシア
ブミ・スルポン・ダマイ インドネシア インドネシア
プルウサハアン・ガス・ヌガラ（ＰＧＮ） インドネシア インドネシア
ヘロー・スーパーマーケット インドネシア インドネシア
マンディリ銀行 インドネシア インドネシア
ミトラ・アディプルカサ インドネシア インドネシア
ユニリーバ・インドネシア インドネシア インドネシア
リッポー・カラワチ インドネシア インドネシア
ＣＩＭＢグループ・ホールディングス（ＣＩＭＢ） マレーシア マレーシア
ＤＲＢハイコム マレーシア マレーシア
ＩＨＨヘルスケア マレーシア マレーシア
ＭＭＣコーポレーション マレーシア マレーシア
ＱＬリソーシズ マレーシア マレーシア
ＹＴＬ マレーシア マレーシア
アクシアタ・グループ マレーシア マレーシア
アストロ・マレーシア・ホールディングス マレーシア マレーシア
エアアジア マレーシア マレーシア
ゲンティン マレーシア マレーシア
サイム・ダービー マレーシア マレーシア
サプラ・エナジー マレーシア マレーシア
テナガ・ナショナル マレーシア マレーシア
テレコム・マレーシア マレーシア マレーシア
トップ・グローブ マレーシア マレーシア
パブリック・バンク マレーシア マレーシア
ハルタレガ マレーシア マレーシア
ペトロナス・ケミカルズ・グループ マレーシア マレーシア
ホンリョン・フィナンシャル・グループ マレーシア マレーシア
マキシス マレーシア マレーシア
マラヤン・バンキング（メイバンク） マレーシア マレーシア
マレーシア・エアポーツ・ホールディングス マレーシア マレーシア
ＢＤＯユニバンク フィリピン フィリピン
ＤＭＣＩホールディングス フィリピン フィリピン
ＧＴキャピタル・ホールディングス フィリピン フィリピン
ＪＧサミット・ホールディングス フィリピン フィリピン
ＬＴグループ フィリピン フィリピン
ＰＬＤＴ フィリピン フィリピン
ＳＭインベストメンツ フィリピン フィリピン
ＳＭプライム・ホールディングス フィリピン フィリピン
アボイティス・パワー フィリピン フィリピン
アヤラ・コーポレーション フィリピン フィリピン
アヤラ・ランド フィリピン フィリピン
アライアンス・グローバル フィリピン フィリピン
インターナショナル・コンテナ・ターミナル・サービシズ（ＩＣＴＳＩ） フィリピン フィリピン
サンミゲル フィリピン フィリピン
ジョリビー・フーズ フィリピン フィリピン
セブ・エア フィリピン フィリピン
ブルームベリー・リゾーツ フィリピン フィリピン
マニラ電力（メラルコ） フィリピン フィリピン
メトロ・パシフィック・インベストメンツ フィリピン フィリピン
ユニバーサル・ロビーナ フィリピン フィリピン
ＤＢＳグループ・ホールディングス（ＤＢＳ） シンガポール シンガポール
ＵＯＬグループ シンガポール シンガポール
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会社名 国/地域 取引所
ウィルマー・インターナショナル シンガポール シンガポール
オーバーシー・チャイニーズ銀行（ＯＣＢＣ） シンガポール シンガポール
オラム・インターナショナル シンガポール シンガポール
キャピタランド シンガポール シンガポール
ケッペル・コーポレーション シンガポール シンガポール
コンフォートデルグロ シンガポール シンガポール
シティ・デベロップメンツ シンガポール シンガポール
シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング シンガポール シンガポール
シンガポール・テレコム（シングテル） シンガポール シンガポール
シンガポール・プレス・ホールディングス（ＳＰＨ） シンガポール シンガポール
シンガポール・ポスト シンガポール シンガポール
シンガポール航空（ＳＩＡ） シンガポール シンガポール
シンガポール取引所（ＳＧＸ） シンガポール シンガポール
スターハブ シンガポール シンガポール
セムコープ・インダストリーズ シンガポール シンガポール
ハイフラックス シンガポール シンガポール
バンヤンツリー・ホールディングス シンガポール シンガポール
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（ＵＯＢ） シンガポール シンガポール
ラッフルズ・メディカル・グループ シンガポール シンガポール
ＣＰオール タイ タイ
ＰＴＴエクスプロレーション・アンド・プロダクション（ＰＴＴＥＰ） タイ タイ
アドバンスト・インフォ・サービス（ＡＩＳ） タイ タイ
イタリアン・タイ・デベロップメント（ＩＴＤ） タイ タイ
イチタン・グループ タイ タイ
インドラマ・ベンチャーズ タイ タイ
カシコン銀行 タイ タイ
クルンタイ銀行 タイ タイ
サイアム・セメント・グループ（ＳＣＧ） タイ タイ
サイアム商業銀行（ＳＣＢ） タイ タイ
サハ・パタナピブン タイ タイ
セントラル・パタナ タイ タイ
タイ・ビバレッジ タイ シンガポール
タイ・ユニオン・グループ タイ タイ
タイ空港会社（ＡＯＴ） タイ タイ
タイ国際航空 タイ タイ
タイ石油公社（ＰＴＴ） タイ タイ
チャロン・ポカパン・フーズ（ＣＰＦ） タイ タイ
デルタ・エレクトロニクス・タイランド タイ タイ
トゥルー・コーポレーション タイ タイ
トータル・アクセス・コミュニケーション（ＤＴＡＣ） タイ タイ
バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズ（ＢＧＨ） タイ タイ
バンコク銀行 タイ タイ
バンプー タイ タイ
マイナー・インターナショナル タイ タイ
ＦＰＴ ベトナム ホーチミン
ビングループ ベトナム ホーチミン
ベトコムバンク ベトナム ホーチミン
ベトナム・デイリー・プロダクツ（ビナミルク） ベトナム ホーチミン
ペトロベトナム・ガス ベトナム ホーチミン
ＨＣＬテクノロジーズ インド ボンベイ
ＨＤＦＣ インド ボンベイ
ＩＣＩＣＩ銀行 インド ボンベイ
ＩＴＣ インド ボンベイ
ＮＭＤＣ インド ボンベイ
アイデア・セルラー インド ボンベイ
アジアン・ペインツ インド ボンベイ
アダニ・エンタープライゼズ インド ボンベイ
インディアン・オイル インド ボンベイ
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インドステイト銀行 インド ボンベイ
インド国営火力発電公社（ＮＴＰＣ） インド ボンベイ
インフォシス インド ボンベイ
ウィプロ インド ボンベイ
グラシム・インダストリーズ インド ボンベイ
ゲイル（インディア） インド ボンベイ
コール・インディア インド ボンベイ
ゴドレジ・コンシューマー・プロダクツ（ＧＣＰＬ） インド ボンベイ
サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ インド ボンベイ
ジー・エンターテインメント・エンタープライゼズ インド ボンベイ
シプラ インド ボンベイ
タタ・コンサルタンシー・サービシズ インド ボンベイ
タタ自動車 インド ボンベイ
タタ製鉄 インド ボンベイ
タタ電力 インド ボンベイ
ダブール・インディア インド ボンベイ
ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ インド ボンベイ
ネスレ・インディア インド ボンベイ
バーラト重電 インド ボンベイ
バジャジ・オート インド ボンベイ
バルティ・エアテル インド ボンベイ
パワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア（ＰＧＣＩＬ） インド ボンベイ
ヒーロー・モトコープ インド ボンベイ
ヒンダルコ・インダストリーズ インド ボンベイ
ヒンドゥスタン・ユニリーバ インド ボンベイ
ベダンタ インド ボンベイ
ボッシュ インド ボンベイ
マザーソン・スミ・システムズ インド ボンベイ
マヒンドラ・アンド・マヒンドラ インド ボンベイ
マルチ・スズキ インド ボンベイ
ユナイテッド・ブルワリーズ インド ボンベイ
ラーセン・アンド・トゥブロ インド ボンベイ
リライアンス・インダストリーズ インド ボンベイ
ルピン インド ボンベイ
石油天然ガス公社（ＯＮＧＣ） インド ボンベイ

(注) 日経アジア300指数は、日本経済新聞社が選定した「Asia300」から、米国市場だけに上場する中国3銘柄
       を除いた銘柄を対象に算出します。
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