
日経アジア300指数銘柄一覧 （2016年11月22日時点）

会社名 会社名（英語表記） 国/地域
中国農業銀行 Agricultural	Bank	of	China	(ABC) 中国
中国国際航空 Air	China 中国
安徽海螺水泥 Anhui	Conch	Cement 中国
中国銀行 Bank	of	China	(BOC) 中国
宝山鋼鉄 Baoshan	Iron	&	Steel 中国
京東方 BOE	Technology	Group 中国
比亜迪（ＢＹＤ） BYD 中国
中国交通建設 China	Communications	Construction 中国
中国建設銀行 China	Construction	Bank	(CCB) 中国
中国遠洋 China	COSCO	Holdings 中国
中国東方航空 China	Eastern	Airlines 中国
中国人寿保険 China	Life	Insurance 中国
蒙牛乳業 China	Mengniu	Dairy 中国
招商局港口 China	Merchants	Port	Holdings 中国
中国移動 China	Mobile 中国
中国核電 China	National	Nuclear	Power 中国
中国海外発展 China	Overseas	Land	&	Investment 中国
中国石油化工（シノペック） China	Petroleum	&	Chemical	(Sinopec) 中国
中国鉄建 China	Railway	Construction	(CRCC) 中国
中国中鉄 China	Railway	Group 中国
華潤ビール China	Resources	Beer 中国
中国神華能源 China	Shenhua	Energy 中国
中国船舶重工 China	Shipbuilding	Industry 中国
中国南方航空 China	Southern	Airlines 中国
中国電信 China	Telecom 中国
中国聯通 China	Unicom	(Hong	Kong) 中国
万科企業 China	Vanke 中国
重慶長安汽車 Chongqing	Changan	Automobile 中国
中国中信（ＣＩＴＩＣ） CITIC 中国
中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ） CNOOC 中国
中国中車 CRRC 中国
東風汽車集団 Dongfeng	Motor	Group 中国
復星国際 Fosun	International 中国
長城汽車 Great	Wall	Motor 中国
珠海格力電器 Gree	Electric	Appliances 中国
緑地控股 Greenland	Holdings 中国
広州汽車集団 Guangzhou	Automobile	Group 中国
恒安国際集団 Hengan	International	Group 中国
華能国際電力 Huaneng	Power	International 中国
中国工商銀行 Industrial	and	Commercial	Bank	of	China	(ICBC) 中国
貴州茅台酒 Kweichow	Moutai 中国
聯想集団（レノボ） Lenovo	Group 中国
楽視網 Leshi	Internet	Information	&	Technology 中国
美的集団 Midea	Group 中国
中国石油天然気（ペトロチャイナ） PetroChina 中国
中国平安保険 Ping	An	Insurance	Group 中国
上海汽車 SAIC	Motor 中国
三一重工 Sany	Heavy	Industry 中国
上海電気集団 Shanghai	Electric	Group 中国
春秋航空 Spring	Airlines 中国
蘇寧雲商 Suning	Commerce	Group 中国
ＴＣＬ集団 TＣＬ 中国
騰訊控股 (テンセント） Tencent	Holdings 中国
康師傅控股 Tingyi	Holding 中国
青島ビール Tsingtao	Brewery 中国
中国旺旺 Want	Want	China	Holdings 中国
万州国際 WH	Group 中国
中興通訊（ＺＴＥ） ZTE 中国
ＡＩＡ AIA	Group 香港
東亜銀行 Bank	of	East	Asia 香港
百麗国際控股（ベル） Belle	International	Holdings 香港
キャセイパシフィック航空 Cathay	Pacific	Airways 香港
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会社名 会社名（英語表記） 国/地域
長江実業地産 Cheung	Kong	Property	Holdings 香港
周大福珠宝集団 Chow	Tai	Fook	Jewellery	Group 香港
長江和記実業（ＣＫハチソンホールディングス） CK	Hutchison	Holdings 香港
ＣＬＰ（中電控股） CLP	Holdings 香港
銀河娯楽集団 Galaxy	Entertainment	Group 香港
恒隆地産 Hang	Lung	Properties 香港
恒生銀行 Hang	Seng	Bank 香港
恒基兆業地産 Henderson	Land	Development 香港
香港取引所 Hong	Kong	Exchanges	&	Clearing 香港
ジャーディン・マセソン・ホールディングス Jardine	Matheson	Holdings 香港
利豊 Li	&	Fung 香港
香港鉄路（ＭＴＲ） MTR 香港
新世界発展 New	World	Development 香港
ＰＣＣＷ PCCW 香港
新鴻基地産発展 Sun	Hung	Kai	Properties 香港
スワイヤパシフィック Swire	Pacific 香港
ウィーロック Wheelock 香港
アモーレパシフィックグループ AmorePacific	Group 韓国
セルトリオン Celltrion 韓国
ＣＪ第一製糖 CJ	CheilJedang 韓国
斗山重工業 Doosan	Heavy	Industries	&	Construction 韓国
イーマート Emart 韓国
ハナ金融持ち株会社 Hana	Financial	Group 韓国
ハンコックタイヤ Hankook	Tire 韓国
ハンミサイエンス Hanmi	Science 韓国
現代建設 Hyundai	Engineering	&	Construction 韓国
現代グロービス Hyundai	Glovis 韓国
現代重工業 Hyundai	Heavy	Industries 韓国
現代モービス Hyundai	Mobis 韓国
現代自動車 Hyundai	Motor 韓国
現代製鉄 Hyundai	Steel 韓国
カカオ Kakao 韓国
ＫＢ金融持ち株会社 KB	Financial	Group 韓国
起亜自動車 Kia	Motors 韓国
韓国航空宇宙産業 Korea	Aerospace	Industries 韓国
韓国電力公社 Korea	Electric	Power 韓国
大韓航空 Korean	Air	Lines 韓国
ＫＴ KT 韓国
ＫＴ＆Ｇ KT	&	G 韓国
ＬＧ化学 LG	Chem 韓国
ＬＧディスプレー LG	Display 韓国
ＬＧ電子 LG	Electronics 韓国
ＬＧ生活健康 LG	Household	&	Health	Care 韓国
ロッテケミカル Lotte	Chemical 韓国
ロッテショッピング Lotte	Shopping 韓国
ネイバー Naver 韓国
オリオン Orion 韓国
ポスコ Posco 韓国
サムスン物産 Samsung	C&T 韓国
サムスン電子 Samsung	Electronics 韓国
サムスン重工業 Samsung	Heavy	Industries 韓国
サムスン生命保険 Samsung	Life	Insurance 韓国
サムスンＳＤＩ Samsung	SDI 韓国
サムスンＳＤＳ Samsung	SDS 韓国
新韓金融持ち株会社 Shinhan	Financial	Group 韓国
ＳＫ SK	Holdings 韓国
ＳＫハイニックス SK	Hynix 韓国
ＳＫイノベーション SK	Innovation 韓国
ＳＫテレコム SK	Telecom 韓国
日月光半導体製造（ＡＳＥ） Advanced	Semiconductor	Engineering 台湾
研華（アドバンテック） Advantech 台湾
華碩電脳（エイスース） Asustek	Computer 台湾
友達光電（ＡＵＯ） AU	Optronics 台湾
可成科技（キャッチャー・テクノロジー） Catcher	Technology 台湾
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国泰金融控股 Cathay	Financial	Holding 台湾
正新橡膠工業 Cheng	Shin	Rubber	Ind 台湾
中華航空 China	Airlines 台湾
中国鋼鉄 China	Steel 台湾
中華電信 Chunghwa	Telecom 台湾
仁宝電脳工業（コンパル） Compal	Electronics 台湾
中国信託金融控股 CTBC	Financial	Holding 台湾
台達電子工業（デルタ電子） Delta	Electronics 台湾
儒鴻企業（エクラット・テキスタイル） Eclat	Textile 台湾
長栄航空（エバー航空） Eva	Airways 台湾
長栄海運 Evergreen	Marine 台湾
遠東新世紀 Far	Eastern	New	Century 台湾
豊泰企業 Feng	Tay	Enterprises 台湾
台湾塑膠工業（台湾プラスチック） Formosa	Plastics 台湾
富邦金融控股 Fubon	Financial	Holding 台湾
巨大機械工業（ジャイアント） Giant	Manufacturing 台湾
上銀科技（ハイウィン・テクノロジーズ） Hiwin	Technologies 台湾
鴻海（ホンハイ）精密工業 Hon	Hai	Precision	Industry 台湾
和泰汽車 Hotai	Motor 台湾
宏達国際電子（ＨＴＣ） HTC 台湾
群創光電（イノラックス） Innolux 台湾
大立光電（ラーガン・プレシジョン） Largan	Precision 台湾
光宝科技（ライトン） Lite‐On	Technology 台湾
聯発科技（メディアテック） MediaTek 台湾
兆豊金融控股 Mega	Financial	Holding 台湾
南亜科技（ナンヤ・テクノロジー） Nanya	Technology 台湾
和碩聯合科技（ペガトロン） Pegatron 台湾
宝成工業 Pou	Chen 台湾
広達電脳（クアンタ） Quanta	Computer 台湾
台湾水泥（台湾セメント） Taiwan	Cement 台湾
台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ） Taiwan	Semiconductor	Manufacturing	(TSMC) 台湾
宸鴻光電科技（ＴＰＫ） TPK	Holding 台湾
統一企業 Uni‐President	Enterprises 台湾
聯華電子（ＵＭＣ） United	Microelectronics 台湾
裕隆汽車製造 Yulon	Motor 台湾
アダロ・エナジー Adaro	Energy インドネシア
アネカ・タンバン Aneka	Tambang	Persero インドネシア
アストラ・インターナショナル Astra	International インドネシア
バンク・セントラル・アジア（ＢＣＡ） Bank	Central	Asia インドネシア
マンディリ銀行 Bank	Mandiri インドネシア
バンク・ラクヤット・インドネシア（ＢＲＩ） Bank	Rakyat	Indonesia インドネシア
ブミ・スルポン・ダマイ Bumi	Serpong	Damai インドネシア
チプトラ・デベロップメント Ciputra	Development インドネシア
ガルーダ・インドネシア航空 Garuda	Indonesia インドネシア
グローバル・メディアコム Global	Mediacom インドネシア
グダン・ガラム Gudang	Garam インドネシア
ヘロー・スーパーマーケット Hero	Supermarket インドネシア
インドフード・スクセス・マクムル Indofood	Sukses	Makmur インドネシア
カルベ・ファルマ Kalbe	Farma インドネシア
リッポー・カラワチ Lippo	Karawaci インドネシア
ミトラ・アディプルカサ Mitra	Adiperkasa インドネシア
プルウサハアン・ガス・ヌガラ（ＰＧＮ） Perusahaan	Gas	Negara インドネシア
サラトガ・インベスタマ・スダヤ Saratoga	Investama	Sedaya インドネシア
セメン・インドネシア Semen	Indonesia インドネシア
スンブル・アルファリア・トリジャヤ Sumber	Alfaria	Trijaya インドネシア
ブキット・アサム Tambang	Batubara	Bukit	Asam インドネシア
テレコムニカシ・インドネシア Telekomunikasi	Indonesia インドネシア
ユニリーバ・インドネシア Unilever	Indonesia インドネシア
ウィジャヤ・カルヤ Wijaya	Karya インドネシア
ＸＬアクシアタ XL	Axiata インドネシア
エアアジア AirAsia マレーシア
アストロ・マレーシア・ホールディングス Astro	Malaysia	Holdings マレーシア
アクシアタ・グループ Axiata	Group マレーシア
ＣＩＭＢグループ・ホールディングス（ＣＩＭＢ） CIMB	Group	Holdings マレーシア
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会社名 会社名（英語表記） 国/地域
ＤＲＢハイコム DRB‐Hicom マレーシア
ゲンティン Genting マレーシア
ハルタレガ Hartalega	Holdings マレーシア
ホンリョン・フィナンシャル・グループ Hong	Leong	Financial	Group マレーシア
ＩＨＨヘルスケア IHH	Healthcare マレーシア
マラヤン・バンキング（メイバンク） Malayan	Banking	(Maybank) マレーシア
マレーシア・エアポーツ・ホールディングス Malaysia	Airports	Holdings マレーシア
マキシス Maxis マレーシア
ＭＭＣコーポレーション MMC マレーシア
ペトロナス・ケミカルズ・グループ Petronas	Chemicals	Group マレーシア
パブリック・バンク Public	Bank マレーシア
ＱＬリソーシズ QL	Resources マレーシア
サプラクンチャナ・ペトロリアム SapuraKencana	Petroleum マレーシア
サイム・ダービー Sime	Darby マレーシア
テレコム・マレーシア Telekom	Malaysia マレーシア
テナガ・ナショナル Tenaga	Nasional マレーシア
トップ・グローブ Top	Glove マレーシア
ＹＴＬ YTL マレーシア
アボイティス・パワー Aboitiz	Power フィリピン
アライアンス・グローバル Alliance	Global	Group フィリピン
アヤラ・コーポレーション Ayala	Corp. フィリピン
アヤラ・ランド Ayala	Land フィリピン
ＢＤＯユニバンク BDO	Unibank フィリピン
ブルームベリー・リゾーツ Bloomberry	Resorts フィリピン
セブ・エア Cebu	Air フィリピン
ＤＭＣＩホールディングス DMCI	Holdings フィリピン
ＧＴキャピタル・ホールディングス GT	Capital	Holdings 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） International	Container	Terminal	Services	Inc. フィリピン
ＪＧサミット・ホールディングス JG	Summit	Holdings フィリピン
ジョリビー・フーズ Jollibee	Foods フィリピン
ＬＴグループ LT	Group フィリピン
マニラ電力（メラルコ） Manila	Electric フィリピン
メトロ・パシフィック・インベストメンツ Metro	Pacific	Investments フィリピン
ＰＬＤＴ PLDT フィリピン
サンミゲル San	Miguel フィリピン
ＳＭインベストメンツ SM	Investments フィリピン
ＳＭプライム・ホールディングス SM	Prime	Holdings フィリピン
ユニバーサル・ロビーナ Universal	Robina フィリピン
バンヤンツリー・ホールディングス Banyan	Tree	Holdings シンガポール
キャピタランド CapitaLand シンガポール
シティ・デベロップメンツ City	Developments シンガポール
コンフォートデルグロ ComfortDelGro シンガポール
ＤＢＳグループ・ホールディングス(ＤＢＳ) DBS	Group	Holdings シンガポール
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ（ＧＬＰ） Global	Logistic	Properties シンガポール
ハイフラックス Hyflux シンガポール
ケッペル・コーポレーション Keppel	Corp. シンガポール
オラム・インターナショナル Olam	International シンガポール
オーバーシー・チャイニーズ銀行(ＯＣＢＣ) Oversea‐Chinese	Banking	Corp. シンガポール
ラッフルズ・メディカル・グループ Raffles	Medical	Group シンガポール
セムコープ・インダストリーズ Sembcorp	Industries シンガポール
シンガポール航空(ＳＩＡ) Singapore	Airlines シンガポール
シンガポール取引所（ＳＧＸ） Singapore	Exchange シンガポール
シンガポール・ポスト Singapore	Post シンガポール
シンガポール・プレス・ホールディングス(ＳＰＨ) Singapore	Press	Holdings 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 Singapore	Technologies	Engineering シンガポール
シンガポール・テレコム（シングテル） Singapore	Telecommunications シンガポール
スターハブ StarHub シンガポール
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(ＵＯＢ) United	Overseas	Bank シンガポール
ＵＯＬグループ UOL	Group シンガポール
ウィルマー・インターナショナル Wilmar	International シンガポール
アドバンスト・インフォ・サービス（ＡＩＳ） Advanced	Info	Service タイ
タイ空港会社（ＡＯＴ） Airports	of	Thailand タイ
バンコク銀行 Bangkok	Bank タイ
バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズ（ＢＧＨ） Bangkok	Dusit	Medical	Services タイ
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会社名 会社名（英語表記） 国/地域
バンプー Banpu タイ
セントラル・パタナ Central	Pattana タイ
チャロン・ポカパン・フーズ（ＣＰＦ） Charoen	Pokphand	Foods タイ
ＣＰオール CP	All タイ
デルタ・エレクトロニクス・タイランド Delta	Electronics	(Thailand) タイ
イチタン・グループ Ichitan	Group タイ
インドラマ・ベンチャーズ Indorama	Ventures タイ
イタリアン・タイ・デベロップメント（ＩＴＤ） Italian‐Thai	Development タイ
カシコン銀行 Kasikornbank タイ
クルンタイ銀行 Krung	Thai	Bank タイ
マイナー・インターナショナル Minor	International タイ
タイ石油公社（ＰＴＴ） PTT タイ
ＰＴＴエクスプロレーション・アンド・プロダクション（ＰＴＴＥＰ） PTT	Exploration	&	Production タイ
サハ・パタナピブン Saha	Pathanapibul タイ
サイアム・セメント・グループ（ＳＣＧ） Siam	Cement タイ
サイアム商業銀行（ＳＣＢ） Siam	Commercial	Bank タイ
タイ国際航空 Thai	Airways	International タイ
タイ・ビバレッジ Thai	Beverage タイ
タイ・ユニオン・グループ Thai	Union	Group タイ
トータル・アクセス・コミュニケーション（ＤＴＡＣ） Total	Access	Communication タイ
トゥルー・コーポレーション True	Corp. タイ

ベトコムバンク
Commercial	Bank	for	Foreign	Trade	of	Vietnam
(Vietcombank)

ベトナム

ＦＰＴ FPT ベトナム
ペトロベトナム・ガス PetroVietnam	Gas ベトナム
ベトナム・デイリー・プロダクツ（ビナミルク） Vietnam	Dairy	Products	(Vinamilk) ベトナム
ビングループ Vingroup ベトナム
アダニ・エンタープライゼズ Adani	Enterprises インド
アジアン・ペインツ Asian	Paints インド
バジャジ・オート Bajaj	Auto インド
バーラト重電 Bharat	Heavy	Electricals インド
バルティ・エアテル Bharti	Airtel インド
ボッシュ Bosch インド
シプラ Cipla インド
コール・インディア Coal	India インド
ダブール・インディア Dabur	India インド
ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ Dr.	Reddy’s	Laboratories インド
ゲイル（インディア） GAIL	(India) インド
ゴドレジ・コンシューマー・プロダクツ（ＧＣＰＬ） Godrej	Consumer	Products インド
グラシム・インダストリーズ Grasim	Industries インド
ＨＣＬテクノロジーズ HCL	Technologies インド
ヒーロー・モトコープ Hero	MotoCorp インド
ヒンダルコ・インダストリーズ Hindalco	Industries インド
ヒンドゥスタン・ユニリーバ Hindustan	Unilever インド
ＨＤＦＣ Housing	Development	Finance	Corp. インド
ＩＣＩＣＩ銀行 ICICI　Bank インド
アイデア・セルラー Idea	Cellular インド
インディアン・オイル Indian	Oil	Corp. インド
インフォシス Infosys インド
ＩＴＣ ITC インド
ラーセン・アンド・トゥブロ Larsen	&	Toubro インド
ルピン Lupin インド
マヒンドラ・アンド・マヒンドラ Mahindra	&	Mahindra インド
マルチ・スズキ Maruti	Suzuki	India インド
マザーソン・スミ・システムズ Motherson	Sumi	Systems インド
ネスレ・インディア Nestle	India インド
ＮＭＤＣ NMDC インド
インド国営火力発電公社（ＮＴＰＣ） NTPC インド
石油天然ガス公社（ＯＮＧＣ） Oil	and	Natural	Gas	Corporation インド
パワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア（ＰＧＣＩＬ） Power	Grid	Corporation	of	India インド
リライアンス・インダストリーズ Reliance	Industries インド
インドステイト銀行 State	Bank	of	India インド
サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ Sun	Pharmaceutical	Industries インド
タタ・コンサルタンシー・サービシズ Tata	Consultancy	Services インド
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会社名 会社名（英語表記） 国/地域
タタ自動車 Tata	Motors インド
タタ電力 Tata	Power インド
タタ製鉄 Tata	Steel インド
ユナイテッド・ブルワリーズ United	Breweries インド
ベダンタ Vedanta インド
ウィプロ Wipro インド
ジー・エンターテインメント・エンタープライゼズ Zee	Entertainment	Enterprises インド

(注) 日経アジア300指数の構成銘柄には、日本経済新聞社が選定した「Asia300」のうち米国市場だけに上場するAlibaba	Group
								Holding、Baidu、JD.comの中国3社は含まれていません。
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