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LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP 

PENANAMAN MODAL 

投資原則許可指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第14号 

添付資料I 

 

DAFTAR BIDANG USAHA SEKTOR JASA TERTENTU 

特定サービスセクター事業分野リスト 

No 
インドネシア標準産業分類 

（KBLI） 
事業分野 

1.  58200 ソフトウェアの発行 

2.  61919 その他の電話付加価値サービス 

3.  61921 インターネットサービスプロバイダー 

4.  61923 ボイスオーバーインターネットプロトコル（VOIP）サービス 

5.  61929 その他のマルチメディアサービス 

6.  62010 コンピュータープログラミング 

7.  62020 コンピューターコンサルティング及びコンピューター設備管理 

8.  62090 IT 及びその他のコンピューターサービス 

9.  63111 データ処理 

10.  63112 サーバーでのデータ保存(ホスティング) 

11.  63120 ウェブポータル 

12.  68110 自己所有或いは賃貸用の不動産 

13.  70201 観光コンサルティングサービス 
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No 
インドネシア標準産業分類 

（KBLI） 
事業分野 

14.  70202 輸送コンサルティングサービス 

15.  70209 その他のマネージメントコンサルティング 

16.  71201 認証サービス 

17.  73100 広告 

18.  74909 他に分類されない専門・学術・その他技術サービス 

19.  78101 国内労働者選定・派遣サービス 

20.  78300 人材供給・人材機能管理サービス 

21.  79910 観光情報サービス 

22.  79990 他に分類されないその他の予約サービス 

23.  82200 コールセンターサービス 

24.  82301 MICE サービス 

25.  82302 イベントオーガナイザーサービス 

26.  82990 他に分類されないその他の事業サポートサービス 

27.  85499 その他の民間教育サービス 

28.  85500 教育サポートサービス 

29.  86901 医療従事者による保健サービス 

30.  86903 保健サポートサービス 

31.  90004 芸術分野の興行サービス 

32.   その他の事業分野(必要な場合) 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP 

PENANAMAN MODAL 

 

投資原則許可指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第14号 

添付資料II 

 

PEDOMAN PENGISIAN APLIKASI - DOKUMEN PERSYARATAN (PENGISIAN 

MELALUI ONLINE SYSTEM): 

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN INVESTASI/IZIN PRINSIP PERLUASAN 

PENANAMAN MODAL 

原則許可/投資許可/投資拡張原則許可申請書の形式 

 

原則許可/投資許可/投資拡張原則許可申請書 

 

 

投資に関する法律 2007 年第 25 号及び地方政府に関する法律 2014 年第 23 号に基づき： 

1. 本申請書を下記を取得するために提出する： 

a. 新会社設立/外国投資或いは国内投資として事業を開始/国内投資のプロジェクト

所在地の移転の場合の「原則許可」 

b. 新会社設立/特定の規準に基づき外国投資或いは国内投資として事業を開始の場

合の「投資許可」、或いは 

c. 事業拡張の場合の「投資拡張原則許可」 

2. 投資分野のワンドア統合サービス実施機関（PTSP）（投資調整庁の中央 PTSP、州の

PTSP、県/市の PTSP、自由貿易地域・自由港の PTSP、経済特区の PTSP）に申請 
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I. 申請者に関する説明 

 

A. インドネシア法人にまだなっていない申請者が記入 

 

1. 申請者名 :  ……………………………………… 

a. 住所 :  ……………………………………… 

b. 電子メール :  ……………………………………… 

(設立予定の会社の全株主候補者のデータを記入) 

 

2. 設立予定の会社名(暫定) 

  : ……………………………………… 

a. 連絡用住所 :  ……………………………………… 

  ……………………………………… 
  ……………………………………… 

b. 電話 :  ……………………………………… 

c. ファックス  : ……………………………………… 

d. 電子メール :  ……………………………………… 

 

B. インドネシア法人にすでになっている申請者が記入 

 

1. 申請者名    :  ……………………………………… 

a. 会社での役職 :  ……………………………………… 

b. 電子メール :  ……………………………………… 

(会社代表者のデータを記入) 

 

2. 会社名 : ……………………………………… 

a. 会社所在地の住所 :  ……………………………………… 

……………………………………… 
……………………………………… 

   ……………………………………… 

b. 電話 :  ……………………………………… 

c. ファックス  : ……………………………………… 

d. 電子メール :  ……………………………………… 

3. 設立証書と変更証書 :  ……………………………………… 

 (公証人名、証書の番号と日付を記入) 
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4. 法務人権大臣からの承認書  

（と変更通知書） : ……………………………………… 

 (番号と日付を記入) 

5. 会社の納税者番号（NPWP） : ………………………………………  

6. すでに保有する許認可/投資承認書データ  

- 投資承認書/原則許可/事業許可に基づき事業活動をすでに行っている会社の場合のみ記入  

- 別の用紙で作成も可 

   

No. 

許認可/承認

書の番号と日

付 

プロジ

ェクト

の所在

地 

事業

分野 

物品/サー

ビスの種類 

単位 生産能力 土地の

面積

(m2/ha) 

インドネ

シア人労

働者 

人 

(男/女) 

投資 

(US$ /Rp) 

          

           

 合計      

          

II. 投資計画に関する説明  

すでにインドネシア法人になっているかどうかを問わず、申請者が記入。 

 
 

1. 計画している投資の： 

 事業分野が 1 事業分野（KBLI5 桁）を超える場合、及び/或いは 

 プロジェクト所在地が、1 つの県/市或いは州を超える場合 

投資計画(事業分野、プロジェクト所在地、生産の種類/能力、土地の面積、インド

ネシア人労働者、投資額)は各事業分野（KBLI5 桁）及び/或いは各所在地毎に記載

のこと 

2. 事業拡張のための申請の場合、本申請書式は事業拡張計画の追加データ部分のみを記入

する 
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1. 事業分野 : ……………………………………… 

(KBLI5 桁に基づく事業分野を記入) 

               

2. プロジェクト所在地 

a. 住所  : ……………………………………… 

b. 県/市 : ……………………………………… 

c. 州 : ……………………………………… 

  
 

 

3. 年間生産・販売  :  

               

物品/サービスの

種類 

KBLI 単位 能力 輸出 (%) 備考 

      

年間輸出額見通し :  US$  ……………………… 

  

4. 必要な土地の面積 :  …m2/ha(賃貸/購入/過去のプロジ

ェク  

     トの土地を利用）* 

   * 不必要な個所に取り消し線 

 

5. インドネシア人労働者 : …人(...男/...女) 

6. 投資額計画  (Rp/US$)*不必要な個所に取り消し線 

a. 固定資本  

- 土地の購入・整備 :   …………………………... 

- 建物/ビル :   …………………………... 

- 機械/設備 :   …………………………... 

  (US$で機械の金額を記入) (US$………………………) 

 -その他 :   …………………………... 

    

小計 :   …………………………...  
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b. 運転資本(1 ターンオーバー分) :  …………………………... 

合計 (a+b) :  …………………………... 

備考:  

- 外国資本の場合、(4 桁ベースの)1 事業分野に属する投資計画の金額は、土

地と建物を除き、100 億ルピア超。ただし育成省庁が別の定めをする場合

にはその限りではない。 

- 投資許可の場合、投資計画の金額が 1000 億ルピア及び/或いは 1000 人以

上のインドネシア人労働者の雇用 

7. 資本計画 (Rp/US$)*不必要な個所に取り消し線  

a. 資金源  

-  自己資本  :  …………………………… 

-  利益の再投資 :  …………………………… 

    (該当する場合に記入) 

-  借入 

海外借入 :  …………………………… 

国内借入 :  …………………………… 

合計 :  …………………………… 

備考: 

- 資金源の合計は、投資額と同額であること 

- 自己資本 = 払込資本 = 引当資本 (新会社設立の場合のみ) 

b. 会社の資本 (Rp/US$) 不必要な個所に取り消し線  

- 授権資本 :  …………………………… 

- 引当資本 :  …………………………… 

- 払込資本 :  …………………………… 

会社資本の出資額は、法務人権省の承認時点の払込資本及び引当資本と同額 
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c. 会社資本への出資  

 

No 株主*) 住所と出身国 株式の額面*) %**) 

 

外国側  (…%)***)    

  名前 :    

  名前 :    

インドネシア側 (…%)***)    

  名前 : 

NPWP : 

   

  名前 : 

NPWP : 

   

合計    

*) 株式の額面は、ルピア（Rp）或いは米ドル(US$)で記入 

**) 株式額面の総額に対する割合であり、株券数に対する割合ではない 

***) a. 外国投資の枠組みの会社に限り: 

- 会社資本への出資総額は、引当資本額、払込資本額と同様であり、25 億ルピア以上或

いは特定の事業分野に特別に定められた額 

- 各株主あたり 1000 万ルピア以上  

 b. 国内投資の原則許可/拡張許可の場合は、株式会社（PT）形態の場合に記入 

 
 

1. 外国投資或いは国内投資（ステイタス移行）としての事業開始のための申請の場合、6

の投資額計画と 7 の資本計画は、「当初-変更後」の形式で作成のこと 

「当初」データは、ステイタス変更前の当初データ 

「変更後」データは、ステイタス変更後の計画データ 

2. 事業拡張申請の場合、7 の資本計画データに変更が生じる場合、「当初-変更後」の形式

で作成のこと 

「当初」データは、資本構成変更前の当初データ 

「変更後」データは、資本構成変更後の計画データ 

 
 

 

 
 

 



 

9 

 

 

1. インドネシア法人にまだなっていない会社の場合、「表明」が記載された申請書の

署名は、株主候補者全員或いは代理権を伴わない株主の代理人がこれを行うこと。 

 

2. インドネシア法人にすでになっている会社の場合、「表明」が記載された申請書の

署名は、会社取締役/代表者が行うこと。非常に特別かつ限定的な状況において、会

社取締役/代表者の 1 つ下のレベルの会社社員が署名を行うことが可能。その場合、

下記を具備のこと： 

a. 申請書の署名を会社取締役/代表者が行えない状況に関する説明と取締役/代

表者が提出する申請書を把握し承認している旨を表明した、取締役/代表者

からのレター 

b. 会社取締役/代表者からの指示書 

c. 原本を提示した上で会社取締役/代表者の ID の写し 

d. 被委任者については、原本を提示した上で ID と社員としての最新の任命書

の写しで証明する 

III. 表明 

私、名前  : ……………………….,  は、PT............................... の代表者として、本

書により下記を表明する: 

1. 本投資の実施の中で後日社会や環境に悪影響が生じた場合、会社は住民への損害

賠償を含め、発生するすべての結果を負う用意がある。 

2. 私は、本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が

署名したことを表明し、また下記を保証し、法的な責任を負うことを表明する: 

a. 提出したすべての書類が本物であること 

b. 提出したすべての記録/データの写しが原本と合致していること、及び  

c. 申請書に記載された全ての署名が本物であること 

 
 

 
…………………………..,……….20…….. 

申請者 

 

署名と会社印 

6000 ルピアの印紙       

 
……………….……………… 

署名者の名前と役職 
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添付書類:  

 

A. インドネシア法人にまだなっていない申請者の場合: 

I. 申請者に関する説明 

1. 申請者が他国政府の場合、当該国政府機関からのレター或いは在インドネシア当該

国大使館/代表事務所が発行したレターを添付する義務を負う 

2. 申請者が外国人個人の場合、名前、旅券所有者の署名、旅券有効期間が記載された

旅券の写しを添付 

3. 申請者が外国事業体の場合、英語の定款の写し或いはそのインドネシア語の公認翻

訳を添付 

4. 申請者がインドネシア人個人の場合、まだ有効な住民証カード（KTP）の写し、

NPWP の写しを添付（海外在住のインドネシア人の場合には免除可、ただし旅券と

インドネシア大使館/領事館の認証した永住証明書の添付義務を負う） 

5. 申請者がインドネシア法人の場合、会社設立証書と変更証書と法務人権大臣からの

承認/通知書及び会社 NPWP の写しを添付 

 

II. 投資計画に関する説明  

1. 活動計画に関する説明: 

a. 工業の場合、原材料の種類を記載した上で、生産工程の詳細を説明した生産フロ

ーチャート 

b. サービスセクターの場合、実施予定の活動の詳細と生産するサービス品の詳細 

 

B. インドネシア法人にすでになっている申請者の場合: 

I. 申請者に関する説明  

1. 会社設立証書とその変更の写し 

2. 法務人権大臣からの会社定款承認書と変更証書承認/通知書の写し 

3. 会社 NPWP の写し 

4. 下記の形での株主の ID: 
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a. 株主が他国政府の場合、当該国政府機関からのレター或いは在インドネシ

ア当該国大使館/代表事務所が発行したレターを添付する義務を負う 

b. 株主が外国人個人の場合、名前、旅券所有者の署名、旅券有効期間が記載

された旅券の写しを添付 

c. 株主が外国事業体の場合、英語の定款の写し或いはそのインドネシア語の

公認翻訳を添付 

d. 株主がインドネシア人個人の場合、まだ有効な KTP/旅券の写し、NPWP

の写しを添付 

e. 株主がインドネシア法人の場合、会社設立証書と変更証書と法務人権大臣

からの承認/通知書、会社 NPWP の写しを添付及び会社が保有する許認可

を添付 

 

II. 投資計画に関する説明  

1. 原則許可/拡張許可/拡張承認書/事業許可及び（あれば）その変更の写し 

2. 活動計画に関する説明: 

a. 工業の場合、原材料の種類を記載した上で、生産工程の詳細を説明した生

産フローチャート 

b. サービスセクターの場合、実施予定の活動の詳細と生産するサービス品の

詳細 

c. 条件となっている場合、関連政府機関からの推薦状 

d. 工業分野の拡張プロジェクトの場合に限り、会社が保有するすべての物品

の生産にかかる生産能力をまとめたものを添付 

3. 資本計画に変更が生じる場合、申請書に下記を添付: 

a. 下記の形態で記載した会社の株主の合意: 

1) 会社定款に基づき正当な株主総会議事録で、会社所在地に基づき公証

人が登記済みの証書の写し、或いは 
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2) 会社定款に基づき全株主が署名した正当な持ち回り決議書で、会社所

在地に基づき公証人が登記済みの証書の写し、或いは 

3) 株式会社に関する法律 2007 年第 40 号の第 21 条と第 6 章の規定を満

たした公正証書の形の会議決定書/会議記録表明書の写し。新たな株主

の ID を添付のこと。 

上記のいずれかであり、明確に合意済みの最新の株式構成のポジションと

各株主の額面が記載されたもの。 

b. (いる場合には)新たな株主の ID を申請者に関する説明の I の要件に記載

の形態で添付 

c. 法務人権大臣の承認済みの過去の変更証書(新しいものから)3 つで表明さ

れている会社の資本への出資履歴を添付(必要な場合、会社設立から最新

の申請までのもの) 

d. 資金源が利益の再投資の場合、会社の収支 

e. 外国投資或いは国内投資としての事業開始のための申請の場合に限り、

会社が直接株式を保有する子会社名リストの添付が義務付けられる  

4. (拡張申請とステイタス移行申請の場合)最新の報告時期の投資活動報告書

（LKPM） 

5. 必要な場合、現場検査結果 
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外国投資原則許可/投資許可申請記入技術指針 

No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明  

A. インドネシア法人にまだなっていない場合 

1. 申請者名 

 

 

設立予定の会社の株主候補者全員の名前を下記の要領で記

入： 

a. 個人（インドネシア人）： 

KTP/旅券に記載の名前に基づき記入 

b. 個人（外国人）： 

旅券に記載の名前に基づき記入 

c. インドネシア法人： 

法務人権大臣の承認を受けた会社定款或いは法務人権

大臣の承認を受けた会社定款変更証書にに記載の名前

に基づき記入 

d. 外国事業体： 

定款に記載の名前に基づき記入 

 a. 住所 各申請者の住所に基づき下記の要領で記入： 

a. 個人（インドネシア人）： 

KTP/旅券に記載の住所に基づき記入 

b. 個人（外国人）： 

出身国の個人 ID に記載の住所に基づき記入 

c. インドネシア法人： 

現行規定に基づき管轄の機関が発行した許認可に記載

の住所に基づき記入 

d. 外国事業体： 

出身国で有効な許認可に記載の住所に基づき記入 

 b. 電子メール 各申請者の電子メールに基づき記入 

2. 設立予定の会社名（暫定） 設立予定及び/或いは法人行政システムで受理された（暫定的

な）会社名に基づき記入 
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No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明  

3. 連絡用住所/電話/ファックス/電子メー

ル 

会社が設立前に会社の所在を代表可能な、専用及び/或いは暫

定的住所/電話/ファックス/電子メールに基づき記入 

B. インドネシア法人にすでになっている場合 

1. 申請者名 

（インドネシア法人になっている場合） 

 

下記の要領で会社代表者データを記入： 

a. 個人（インドネシア人）： 

KTP/旅券に記載の名前に基づき記入 

b. 個人（外国人）： 

旅券に記載の名前に基づき記入 

 a. 会社での役職 法務人権大臣の承認を受けた会社定款或いは法務人権大臣の

承認を受けた会社定款変更証書にに記載に基づき記入 

 b. 電子メール 会社代表者の電子メールに基づき記入 

2.  会社名  

 a. 会社所在地の住所 会社所在地証明書に基づき記入 

 b. 電話/ファックス/電子メール 会社の専用電話/ファクス/電子メールに基づき記入 

3. 設立証書（及び変更証書） 公証人名、証書の番号と日付を記入 

4. 法務人権大臣からの変更承認/通知書 法務人権大臣からの変更承認・通知書の番号と日付を記入 

一部/全体が外国資本による出資がなされる場合の原則許可の

申請の場合、添付する書類は、法務人権大臣の承認済みの

（外国資本が入る前の）当初の証書である。 

5. 会社の NPWP NPWP の写しに記載の番号に基づき記入 

6. 保有済みの許認可/投資承認 会社が保有済みの全ての事業許可データと、事業許可をまだ

有していないすべての拡張原則許可承認（書式内で要求され

たデータ項目に応じる）、別途添付書類としても可 

II. 投資計画に関する説明 
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No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明  

1. 事業分野 インドネシア標準産業分類に関する中央統計局長官規程 2009

年第 57 号とその改正版及び投資分野に閉鎖されている事業分

野リストと条件付きで開放されている事業分野リストに関す

る大統領規程 2014 年第 39 号に準拠した事業分野の分類を記

入 

2. プロジェクト所在地 

（住所、県/市、州） 

 道路、村、郡、県/市、州の名前から構成されるプロ

ジェクト/工場所在地の住所に基づき記入、或いは 

 道路/区画、村、郡、県/市、州名から構成される工業

団地の住所に基づき記入 

3. 年間生産・販売  

 a.物品/サービスの種類の欄 当該分野に応じて生産する製品/サービス活動の種類を記入 

 b.KBLI 欄 物品/サービスの種類欄の物品/サービスを表す KBLI に基づ

き 5 桁の番号を記入 

 c.単位欄  工業の場合、1 年間に生産する製品の数量にかかる単

位に転換して記入（例：台/個/リットル/トン） 

 サービス分野については、1 年間に売買を行ったサー

ビス/物品の売上高にかかる単位転換して記入（例：

Rp/US$） 

 d.能力欄  工業の場合、1 年間に生産売る製品数量を記入 

 サービス分野については、1 年間に売買を行ったサー

ビス/物品の売上高を記入 

 e.輸出欄（%）  工業については、1 年間に輸出予定の物品数量にかか

る割合を記入 

 f.備考欄  工業の場合、換算単位に関する説明を記入（例：1 年

間に生産する製品数量のトン換算） 

 サービス分野については、必要な物品/サービスに関

する説明を記入（例：ホテルの場合、プール、レスト

ラン、バーなどの施設を具備、住宅の場合、土地の面

積、ユニット当たりの建物の面積などの説明） 
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No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明  

 g. 年間輸出額見通し 輸出割合欄に記載の割合に基づき輸出する物品にかか

る年間輸出額（US$）を記入 

4. 必要な土地の面積 利用する土地の面積を(m2 或いは ha で)記入、自己所有か賃

貸の詳細も記載 

5. インドネシア人労働者 インドネシア人労働者の数を記入、性別に基づく詳細(男女)

も記載 

6. 投資計画 a. 固定資本: 1 年分を計算 

 土地の購入・整備: 地権所有額を記入 

 建物/ビル: 建物の権利所有額を記入 

 機械・設備: 生産工程に直接関連する機械と部品の所有

額を記入、機械・設備の米ドル相当額も記入 

 その他: コンピューター、オフィス文具、営業用車両、

家具、オフィス賃貸料など生産工程に直接関連しない設

備/装備額を記入 

 

b. 運転資本: 社員の給料、水道代、電気代、電話代、商品購

入費など 3 か月分を計算 

7. 資本計画  

 資金源 (US$/Rp). a. 自己資本: 株主が払い込んだ株式資本額に応じた及び/或

いはそれを下回る額を記入 

b. 借入資本: 海外及び国内で受けた借入資本額に応じて記入 

c. 利益の再投資: 本原則許可が会社の初期プロジェクトの場

合、まだ記入できない 

d. 資金源の合計は投資計画額と同額 

 会社の資本 a. 授権資本  

法人にまだなっていない場合、株式会社に関する法律

2007 年第 40 号の規定に従う。 

法人になっている場合、定款第 4 条(1)項の記載に応じて

記入 

b. 引受資本/払込資本 

法人にまだなっていない場合、会社資本への出資計画額

に応じて記入 
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No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明  

法人になっている場合、定款第 4 条(2)項の記載に応じて

記入 

 会社資本への出資  

 a. 株主欄  下記の通り株主名に応じて記入: 

a. 個人(インドネシア人):  

- 名前:  

まだ有効な KTP/旅券に記載の株主名に基づき記入 

- NPWP 

まだ有効な NPWP に記載の株主の NPWP 番号に基づ

き記入 

b. 個人（外国人）:  

出身国の旅券に記載の株主名に基づき記入 

c. インドネシア法人:  

- 名前:  

法務人権大臣が承認済みの定款或いはその変更に記載

の名前に基づき記入 

- NPWP: 

まだ有効な NPWP に記載のインドネシア法人の

NPWP 番号に基づき記入 

d. 外国事業体:  

定款に記載の外国事業体の名前に基づき記入 

 b. 住所と出身国 

 

下記の通り各株主の住所に基づき記入: 

a. 個人(インドネシア人):  

KTP/旅券に記載の住所に基づき記入 

b. 個人(外国人):  

出身国の個人 ID に記載の住所に基づき記入 

c. インドネシア法人:  

現行規定に基づき管轄の機関が発行した許認可に記載の

住所に基づき記入 

d. 外国事業体:  

出身国で有効な許認可に記載の住所に基づき記入 
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No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明  

 

 c. 株式の額面*) 

(Rp/US$) 

法人にまだなっていない場合、各株主候補者が払い込み予定

の株式額を記入。 

法人になっている場合、会社定款の記載に基づき記入。 

 d. %**) 全出資額に対する各者の会社への出資割合を記入。 

(割合は、株券数に対する割合ではない) 

外国投資拡張原則許可申請記入技術指針 

 

No. 項目 説明 

I.  申請者に関する説明 法人になっていること 

1. 申請者名 

 

 

下記の通り会社代表者データを記入: 

a. 個人(インドネシア人):  

KTP/旅券に記載の名前に基づき記入 

b. 個人(外国人):  

旅券に記載の名前に基づき記入 

 a. 会社での役職 法務人権大臣の承認を受けた会社定款或いは法務人権大臣の

承認を受けた会社定款変更証書の記載に基づき記入 

 b. 電子メール 会社代表者の電子メールに基づき記入 

2.  会社名  

 a.会社所在地の住所 会社所在地証明書に基づき記入 

 b.電話/ファックス/電子メール 会社の専用電話/ファクス/電子メールに基づき記入 

3. 設立証書（及び変更証書） 公証人名、証書の番号と日付を記入 

4. 法務人権大臣からの変更承認/通知書 法務人権大臣からの変更承認・通知書の番号と日付を記入 
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5. 会社の NPWP NPWP の写しに記載の番号に基づき記入 

6. 保有済みの許認可/投資承認 会社が保有済みの全ての事業許可データと、事業許可をまだ

有していないすべての拡張原則許可承認（書式内で要求され

たデータ項目に応じる）、別途添付書類としても可 

II. 投資計画に関する説明 

1. 事業分野 インドネシア標準産業分類に関する中央統計局長官規程 2009

年第 57 号とその改正版及び投資分野に閉鎖されている事業分

野リストと条件付きで開放されている事業分野リストに関す

る大統領規程 2014 年第 39 号に準拠した事業分野の分類を記

入 

2. プロジェクト所在地 

（住所、県/市、州） 

道路、村、郡、県/市、州の名前から構成されるプロジェクト

/工場所在地の住所に基づき記入 

3. 年間生産・販売  

 a. 物品/サービスの種類の欄: 当該分野に応じて生産する製品/サービス活動の種類を記入 

 b.KBLI 欄 物品/サービスの種類欄の物品/サービスを表す KBLI に基づ

き 5 桁の番号を記入 

 c.単位欄  工業の場合、1 年間に生産する製品の数量にかかる単

位に転換して記入（例：台/個/リットル/トン） 

 サービス分野については、1 年間に売買を行ったサー

ビス/物品の売上高にかかる単位転換して記入（例：

Rp/US$） 

 d.能力欄  工業の場合、1 年間に生産売る製品数量を記入 

 サービス分野については、1 年間に売買を行ったサー

ビス/物品の売上高を記入 

 e.輸出欄（%）  工業については、1 年間に輸出予定の物品数量にかか

る割合を記入 

 f.備考欄  工業の場合、換算単位に関する説明を記入（例：1 年

間に生産する製品数量のトン換算） 

 サービス分野については、必要な物品/サービスに関

する説明を記入（例：ホテルの場合、プール、レスト

ラン、バーなどの施設を具備、住宅の場合、土地の面

積、ユニット当たりの建物の面積などの説明） 
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 g. 年間輸出額見通し 輸出割合欄に記載の割合に基づき輸出する物品にかか

る年間輸出額（US$）を記入 

4. 必要な土地の面積 利用する土地の面積を(m2 或いは ha で)記入、自己所有か賃

貸の詳細も記載 

5. インドネシア人労働者 インドネシア人労働者の数を記入、性別に基づく詳細(男女)

も記載 

6. 投資計画 c. 固定資本: 1 年分を計算 

 土地の購入・整備: 地権所有額を記入 

 建物/ビル: 建物の権利所有額を記入 

 機械・設備: 生産工程に直接関連する機械と部品の所有

額を記入、機械・設備の米ドル相当額も記入 

 その他: コンピューター、オフィス文具、営業用車両、

家具、オフィス賃貸料など生産工程に直接関連しない設

備/装備額を記入 

 

d. 運転資本: 社員の給料、水道代、電気代、電話代、商品購

入費など 3 か月分を計算 

7. 資本計画  

 

 資金源 (US$/Rp). a. 自己資本: 会社資本への出資の引き上げを伴う拡張プロジ

ェクトの場合、当該出資額との差額を記入可能。過去の

投資でまだ使われていない払込資本の残額を記入も可

能。 

e. 借入資本: 海外及び国内で受けた借入資本額に応じて記入 

b. 利益の再投資: 会社が再投資を行う利益額に基づき記入

（最新の収支報告書の内部留保額で証明） 

c. 資金源の合計は投資計画額と同額 

 

 会社の資本 a. 授権資本 : 定款第 4 条(1)項の記載に応じて記入 

b. 引受資本/払込資本: 定款第 4 条(2)項の記載に応じて記入 

 

 会社資本への出資  

 a. 株主欄  下記の通り株主名に応じて記入: 

a. 個人(インドネシア人):  

- 名前:  

まだ有効な KTP/旅券に記載の株主名に基づき記入 

- NPWP 
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まだ有効な NPWP に記載の株主の NPWP 番号に基づ

き記入 

b. 個人（外国人）:  

出身国の旅券に記載の株主名に基づき記入 

c. インドネシア法人:  

- 名前:  

法務人権大臣が承認済みの定款或いはその変更に記載

の名前に基づき記入 

- NPWP: 

まだ有効な NPWP に記載のインドネシア法人の

NPWP 番号に基づき記入 

d. 外国事業体:  

定款に記載の外国事業体の名前に基づき記入 

 b. 住所と出身国 

 

下記の通り各株主の住所に基づき記入: 

e. 個人(インドネシア人):  

KTP/旅券に記載の住所に基づき記入 

f. 個人(外国人):  

出身国の個人 ID に記載の住所に基づき記入 

g. インドネシア法人:  

現行規定に基づき管轄の機関が発行した許認可に記載の

住所に基づき記入 

h. 外国事業体:  

出身国で有効な許認可に記載の住所に基づき記入 

 e. 株式の額面*) 

(Rp/US$) 

会社定款の記載に基づき記入 

 c. %**) 全出資額に対する各者の会社への出資割合を記入。 

(割合は、株券数に対する割合ではない) 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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2b 
 

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP 

PENANAMAN MODAL 

投資原則許可指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第14号 

添付資料VIII 

 
 

投資変更申請書の形式 

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 

 

投資変更申請書 

 

本申請書は、原則許可/事業許可/拡張事業許可及びびそのすべての変更許可ですでに

表明されている投資計画/実績の変更承認を受けるために投資調整庁の中央 PTSP、州の

PTSP、県/市の PTSP、自由貿易地域・自由港の PTSP、経済特区の PTSP *に提出する。 

 

会社名  : 

変更予定の許認可   : (許認可の番号と日付を記入)、内容は下記の通り: 

 

条件 当初  変更後  
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*) いずれか一つを選択 

付記 : 

 変更予定の条件を記入 

 当初 : 保有する許認可に記載の変更予定の条件データ 

 変更後 :会社が希望する条件データ 

 
 

変更の理由: ...................... 

 
 

表明 

私、名前: ……………………….は、  PT ..............................  の会社代表者として下記

を表明する : 

3. 本投資の実施の中で後日社会や環境に悪影響が生じた場合、会社は住民への損害

賠償を含め、発生するすべての結果を負う用意がある。 

4. 私は、本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が

署名したことを表明し、また下記を保証し、法的な責任を負うことを表明する: 

d. 提出したすべての書類が本物であること 

e. 提出したすべての記録/データの写しが原本と合致していること、及び  

f. 申請書に記載された全ての署名が本物であること 

 

 

…………………………..,……….20…….. 

 

申請者 

署名と会社印 

6000 ルピアの印紙 

……………….……………… 

署名者と名前と役職 
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「表明」が記載された申請書の署名は、会社取締役/代表者が行うこと。非常に特別かつ限

定的な状況において、会社取締役/代表者の 1 つ下のレベルの会社社員が署名を行うことが

可能。その場合、下記を具備のこと： 

e. 申請書の署名を会社取締役/代表者が行えない状況に関する説明と取締役/代

表者が提出する申請書を把握し承認している旨を表明した、取締役/代表者

からのレター 

f. 会社取締役/代表者からの指示書 

g. 原本を提示した上で会社取締役/代表者の ID の写し 

h. 被委任者については、原本を提示した上で ID と社員としての最新の任命書

の写しで証明する 
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添付書類 : 

 

1. 原則許可/事業許可/拡張事業許可及びその変更の写し 

2. 会社設立証書とその変更、法務人権大臣からの会社定款承認書と変更証書承認/通知

書の写し 

3. 申請する変更にかかる関連データ: 

a. 会社名の場合、下記を添付 : 

1) 株主総会議事録の写し、或いは 

2) 全株主が署名し、公証人が登記済みの持ち回り決議書 

3) 法務人権省で受理のステイタスを受けた公正証書記入データ名称（変更）予

約証明書 

b. 会社住所の場合、下記を添付 : 

1) 会社所在地証明書及び/或いは 

2) 会社とビル管理者との賃貸契約書 

c. 納税者番号 (NPWP)の場合、新たな NPWP の写しを添付 

d. 事業分野と製品の種類の場合、活動計画を添付： 

1) 工業の場合、原材料の種類を記載した上で、生産工程の詳細を説明した生産

フローチャート 

2) サービスセクターの場合、実施予定の活動の詳細と生産するサービス品の詳

細 

e. 会社資本の場合、下記を添付: 

1) 株主総会議事録の写し、或いは 

2) 全株主が署名し、公証人が登記済みの持ち回り決議、或いは 

3) 株式会社に関する法律 2007 年第 40 号の第 21 条と第 6 章の規定を満たした公

正証書の形の会議決定書/会議記録表明書の写し。新たな株主の ID を添付の

こと 

f. 会社資本への出資の場合、下記を添付: 

1) 下記のの形態で記載した会社の株主の合意:  

a) 株主総会議事録、或いは 

b) 全株主が署名した持ち回り決議書、或いは 
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c) 株式会社に関する法律 2007 年第 40 号の第 21 条と第 6 章の規定を満たし

た公正証書の形の会議決定書/会議記録表明書の写し。新たな株主の ID を

添付のこと 

2) 新たな株主の ID は下記の形態による: 

a) 株主が他国政府の場合、当該国政府機関からのレター或いは在インドネシ

ア当該国大使館/代表事務所が発行したレターを添付する義務を負う 

b) 株主が外国人個人の場合、名前、旅券所有者の署名、旅券有効期間が記載

された旅券の写しを添付 

c) 株主が外国事業体の場合、英語の定款の写し或いはそのインドネシア語の

公認翻訳或いは在外インドネシア公館で認証をおこなったものを添付 

d) 株主がインドネシア人個人の場合、まだ有効な住民証カード（KTP）の写

し、NPWP の写しを添付 

e) 株主がインドネシア法人の場合、会社設立証書と変更証書と法務人権大臣

からの承認/通知書及び会社 NPWP の写しを添付 

3) 貯金の BKPM の承認/許可及び法務人権大臣からの承認を得た証書時点の会

社資本への出資から申請提出までの経緯 

g. 株主の法人名の場合、名前の変更補遺/ certificate change of name 或いはそれ

に相当するものを添付  

4. 条件となっている場合、関連政府機関からの推薦状 

5. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM） 

6. 必要な場合、現場検査結果 
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投資変更申請記入技術指針 

No. 項目 説明 

 

1. 会社名 - まだインドネシア法人になっていない場合、設立予定及び/或い

は法人行政システムで受理された会社名（暫定）を記入 

- すでに法人になっている場合、法務人権種の承認を受けている

設立証書とその変更に基づく会社名を記入 

2. 変更予定の許認可 変更の基準となる許認可の番号と日付を記入 

3. 条件欄 保有する投資許可の条件のうち変更予定のものを記入: 

a. 会社名 

b. NPWP; 

c. 連絡先/会社住所 

d. プロジェクト所在地 

e. 事業分野 

f. 生産(物品/サービスの種類、KBLI、単位、能力、輸出%) 

g. 年間輸出額見通し 

h. 投資計画 

i. 土地の面積 

j. インドネシア人労働者 

k. 資本: 

1) 資金源 

2) 会社資本 

3) 会社資本への出資 

l. 株主法人名 

m. プロジェクト完了時期の計画 

n. 投資便宜 

 

4. 当初欄 保有する許認可に記載の変更予定条件を記入 

 

5. 変更後欄 投資変更申請書添付書類で条件となっている関連データに基づ

き、変更後の条件データを記入 

6. 変更の理由 保有する条件に記載の条件データの変更に関する妥当な理由を記

入 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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2c 

LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP 

PENANAMAN MODAL 

投資原則許可指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第14号 

添付資料XII 

 

 

合併原則許可申請書の形式 

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN 

会社合併原則許可申請書  

 

 

I. 申請者の説明 

A. 合併会社 

1. 会社名 (外国資本/国内資本) * : PT. ........................................  

*) いずれか一つを選択 

2. 会社住所 : ............................................... 

- 電話番号 : ............................................... 

- ファックス : ............................................... 

- 電子メール : ............................................... 

3. NPWP : ............................................... 

4. 事業分野 : ............................................... 

5. プロジェクト所在地 

- 住所 : ...............................................  

- 県/市 : ...............................................  

- 州 : ...............................................  
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6. – 設立証書 : ............................................... 

- 法務人権大臣承認書 : ............................................... 

- 最新の変更証書 : ............................................... 

- 法務人権大臣承認書/登記 : ............................................... 

    

7. 保有する許認可  : ............................................... 

 

B. 被合併会社 

1. 会社名 (外国資本/国内資本) * : PT. ........................................  

*) いずれか一つを選択 

2. 会社住所 : ............................................... 

- 電話番号 : ............................................... 

- ファックス : ............................................... 

- 電子メール : ............................................... 

3. NPWP : ............................................... 

4. 事業分野 : ............................................... 

5. プロジェクト所在地 

- 住所 : ...............................................  

- 県/市 : ...............................................  

- 州  : ............................................... 
6. 設立証書 : ............................................... 

- 法務人権大臣承認書 : ............................................... 

- 最新の変更証書 : ............................................... 

- 法務人権大臣承認書/登記 : ............................................... 

    

7. 保有する許認可 : ............................................... 

 

被合併会社が2以上ある場合、会社データは上記（B）の通り記入 
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II. プロジェクトデータ 

 

計画している会社合併が 2 つ以上の事業分野及び/或いは 2 以上の県/市或いは州に所在する場

合、活動計画（年間生産・販売能力、プロジェクト所在地、土地の面積、インドネシア人労働

者、投資額）は各事業分野及び/或いは各所在地の詳細を記すこと。 

 

A. 事業分野 

事業分野 

PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

      

      

   

 

B. プロジェクト所在地 

プロジェクト所在地 (県/市、州) 

PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

      

   

      

 

C. 年間生産・販売能力 

生産の種類 KBLI 単位 

能力 

輸出 (合併後) 

(%) 
PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 
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D. 年間輸出額見通し (合併後) :   

 US$. ....................... 
 

E. 投資額 

投資 (Rp/US$)*) PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

c. 固定資本  

-土地の購入・整備

  

…………………………... 

- 建物/ビル 

      - 機械/設備 

  

      - その他

 : 

  

…………………………...  

小計

  

   b. 運転資本 

       (1 ターンオーバー

分)

 

:

  

…………………………... 

   c. 合計  

  

(tms. US$.........) 

 

 

 

 

 

 

 (tms. US$.........) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 tms. US$.........) 

 

 

 

 

 

 

*) - 不必要な個所に取り消し線 

 - 外国資本の投資額計画は、Rp. 10.000.000.000,00 –或いは US$相当額超、或いはセクター

規定に応じること 

- ルピアの対外貨レートは、申請書の記載 US$ 1 =Rp. …..に応じる 
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F. 土地の利用 

土地の利用 

PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

  

     

 

G. インドネシア人労働者の利用 

インドネシア人労働者の利用 

PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

 

….. 人  

( …. 男 /…. 女) 

 

 ….. 人  

( …. 男 /…. 女) 

 

….. 人  

( …. 男 /…. 女) 

 

 

H. 資金源 

資金源  

(Rp / US$*) 

PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

A. 自己資本       

B. 利益の再投資       

C. 借入資本       

    -国内借入 

    -海外借入    

     合計       

*) - 不必要な個所に取り消し線 

 - 資金源の合計は投資額計画の合計と同じであること 
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I. 資本 

会社資本  

(Rp / US$*) 

PT. ……..  

(合併会社) 

PT. ……..   

(被合併会社) 

PT. ……..  

(合併後) 

A. 授権資本       

B. 引受資本       

C. 払込資本        

*) - 不必要な個所に取り消し線 

 - 払込資本と引受資本は会社出資額と同額  

 

No 会社資本への出資*) 
株主*) 

PT. …..  

(合併会社) 

株主 *) 

PT. …..  

(被合併会社) 

株主*) 

PT. ….. 

(合併後) 

%**) 

 

外国側 (…%)***)     

  名前 :     

  名前:     

インドネシア側 (…%)***)     

  名前 : 

 NPWP : 

    

  名前 : 

 NPWP : 

    

合計     

 

*) 株式の額面をルピア（Rp）或いは US＄で記載 

**) 株式額面の総額に対する割合であり、株券数に対する割合ではない 

***) a. 外国投資の枠組みの会社に限り、法規で別の定めがある場合を除き、下記の条件を満たす

こと: 

- 会社資本への出資総額は、25 億ルピア或いは US$相当額以上 
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- 各株主あたり 1000 万ルピア或いは US$相当額以上、保有率は株式の額面の総額に基づ

き計算  

b. 国内投資の原則許可/拡張許可の場合は、株式会社（PT）形態の場合に記入 
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III.  表明 

 

私、名前  : ……………………….,  は、PT............................... 

の代表者として、本書により下記を表明する: 

5. 本投資の実施の中で後日社会や環境に悪影響が生じた場合、会社は住民への損害

賠償を含め、発生するすべての結果を負う用意がある。 

6. 私は、本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が

署名したことを表明し、また下記を保証し、法的な責任を負うことを表明する: 

g. 提出したすべての書類が本物であること 

h. 提出したすべての記録/データの写しが原本と合致していること、及び  

i. 申請書に記載された全ての署名が本物であること 

 

 
 

........................, ......................... 20 ...... 

 

            

 

合併会社 被合併会社 *) 

 

PT. ................................................. 

申請者 

署名と会社印 

6000 ルピアの印紙 

 

会社取締役 

 

 

 

PT. ................................................. 

申請者 

署名と会社印 

6000 ルピアの印紙 

 

会社取締役 

 

*) 被合併会社は2以上可能 
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「表明」が記載された申請書の署名は、会社取締役/代表者が行うこと。非常に特別かつ限定

的な状況において、会社取締役/代表者の 1 つ下のレベルの会社社員が署名を行うことが可

能。その場合、下記を具備のこと： 

i. 申請書の署名を会社取締役/代表者が行えない状況に関する説明と取締役/代表

者が提出する申請書を把握し承認している旨を表明した、取締役/代表者から

のレター 

j. 会社取締役/代表者からの指示書 

k. 原本を提示した上で会社取締役/代表者の ID の写し 

l. 被委任者については、原本を提示した上で ID と社員としての最新の任命書の

写しで証明する 
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添付書類 :  

合併を行う各社の書類: 

1. 原則許可と事業許可及び/或いはその変更の写し  

2. 会社設立証書とその変更、法務人権省からの承認書と変更承認書/通知書 

3. 会社納税者番号（NPWP）の写し 

4. 下記の形態で記載した会社合併合意: 

a. 公証人が登記済みの株主総会議事録の写し、或いは 

b. 全株主が署名した正当な持ち回り決議書で、公証人が登記済みのもの、或いは 

c. 株式会社に関する法律2007年第40号の第21条と第6章の規定を満たした公正証書の形の

会議決定書/会議記録表明書の写し 

5. 最新の報告時期の投資活動報告書 (LKPM) 

6. 必要な場合、現場検査結果 

7. 資金源が利益の再投資の場合、会社の財務/収支報告書 

8. 会社合併原則許可書式添付書類に基づく会社合併前と合併後のプロジェクトデータの要約 

9. 申請者として各社の取締役が申請書に十分印紙を貼り付け署名し、提出 

10. 申請書を直接申請者が提出しない場合、本規程の第103条に規定の通り、十分印紙を貼り

付けた委任状原本を添付のこと 
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会社合併原則許可申請記入技術指針 

No 記入項目 説明 

I.  申請者に関する説明 

A.  合併会社 

1. 会社名 法務人権省から承認を得た設立証書とその変更に基づく会社

名を記入 

2. 会社住所 会社所在地証明書に基づき、電話番号、ファックス、電子メ

ールとともに記入 

3. 納税者番号 (NPWP) NPWP の写しに記載の番号に基づき記入 

4. 事業分野 

 

インドネシア標準産業分類に関する中央統計局長官規程 2009

年第 57 号とその改正版及び投資分野に閉鎖されている事業分

野リストと条件付きで開放されている事業分野リストに関す

る大統領規程 2014 年第 39 号に準拠した事業分野の分類を記

入 

5. プロジェクト所在地 道路、村、郡、県/市、州の名前から構成されるプロジェクト

/工場所在地の住所に基づき記入 

6. 設立証書とその変更 (公証人

名、番号、日付)、法務人権省

からの承認書（番号と日付） 

最新の株式/取締役構成が記載された設立証書及び/或いは変

更証書の番号、日付、公証人、法務人権省の承認書/通知書を

記入 

 

7. 保有する許認可 保有するすべての投資許可の番号と日付を記入 
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No 記入項目 説明 

B. 被合併会社  

1. 会社名 法務人権省から承認を得た設立証書とその変更に基づく会社

名を記入 

2. 会社住所 会社所在地証明書に基づき、電話番号、ファックス、電子メ

ールとともに記入 

3. 納税者番号 (NPWP) NPWP の写しに記載の番号に基づき記入 

4. 事業分野 

 

インドネシア標準産業分類に関する中央統計局長官規程 2009

年第 57 号とその改正版及び投資分野に閉鎖されている事業分

野リストと条件付きで開放されている事業分野リストに関す

る大統領規程 2014 年第 39 号に準拠した事業分野の分類を記

入 

5. プロジェクト所在地 道路、村、郡、県/市、州の名前から構成されるプロジェクト

/工場所在地の住所に基づき記入 

6. 設立証書とその変更 (公証人

名、番号、日付)、法務人権省

からの承認書（番号と日付） 

最新の株式/取締役構成が記載された設立証書及び/或いは変

更証書の番号、日付、公証人、法務人権省の承認書/通知書を

記入 

 

7. 保有する許認可 保有するすべての投資許可の番号と日付を記入 

II. プロジェクトデータ  

A. 事業分野 インドネシア標準産業分類に関する中央統計局長官規程 2009

年第 57 号とその改正版及び投資分野に閉鎖されている事業分
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No 記入項目 説明 

野リストと条件付きで開放されている事業分野リストに関す

る大統領規程 2014 年第 39 号に準拠した事業分野の分類に基

づき、合併前と後の各社の事業分野を記入 

B. プロジェクト所在地 合併前と後の各社のプロジェクト所在地の県/市、州を記入 

C. 下 記 か ら 構 成 さ れ る 年 間 生

産・販売能力： 

 

 a. 生産の種類 合併前と後の分野に基づく製品/サービスの種類を記入 

 b. KBLI 合併前と後の物品/サービスの種類欄の物品/サービスを表す

KBLI に基づき、5 桁のコードを記入 

 c. 単位  工業の場合、1 年間に生産する製品の数量にかかる単

位に転換して記入（例：台/個/リットル/トン） 

 サービス分野については、1 年間に売買を行ったサー

ビス/物品の売上高にかかる単位転換して記入（例：

Rp/US$） 

 d. 能力 合併前と後について 

 工業の場合、1 年間に生産する製品数量を記入 

 サービス分野については、1 年間に売買を行ったサー

ビス/物品の売上高を記入 

 e. 輸出 (%) 工業については、合併前と後の 1 年間に輸出予定の物品数量

にかかる割合を記入 

D. 年間輸出額見通し 輸出割合欄に記載の割合に基づき、合併後の輸出する物品に

かかる年間輸出額（US$）を記入 

E. 投資額 合併前と後の各社の投資額を記入: 

e. 固定資本: 1 年分を計算 

 土地の購入・整備: 地権所有額を記入 
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No 記入項目 説明 

 建物/ビル: 建物の権利所有額を記入 

 機械・設備: 生産工程に直接関連する機械と部品の所有

額を記入、機械・設備の米ドル相当額も記入 

 その他: コンピューター、オフィス文具、営業用車両、

家具、オフィス賃貸料など生産工程に直接関連しない設

備/装備額を記入 

 

a. 運転資本: 社員の給料、水道代、電気代、電話代、商

品購入費など 3 か月分を計算 

F. 土地の利用 合併前と後の利用する土地の面積を(m2 或いは ha で)記入、

自己所有か賃貸の詳細も記載 

G. インドネシア人労働者の利用 合併前と後のインドネシア人労働者の数を記入、性別に基づ

く詳細(男女)も記載 

H. 資金源 合併前と後の各社の資金源を記入 

I. 資本 合併前と後の各社の資本を記入: 

a. 授権資本: 定款第 4 条 1 項の記載に応じて記入 

b. 引受資本/払込資本: 定款第 4 条 2 項の記載に応じて記入 
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No 記入項目 説明 

J. 会社資本への出資 合併前と後の会社の各株主の名前と額面を記入: 

e. 個人(インドネシア人):  

- 名前:  

まだ有効な KTP/旅券に記載の株主名に基づき記入 

- NPWP 

まだ有効な NPWP に記載の株主の NPWP 番号に基づき記

入 

f. 個人（外国人）:  

出身国の旅券に記載の株主名に基づき記入 

g. インドネシア法人:  

- 名前:  

法務人権大臣が承認済みの定款或いはその変更に記載

の名前に基づき記入 

- NPWP: 

まだ有効な NPWP に記載のインドネシア法人の NPWP 番

号に基づき記入 

h. 外国事業体:  

定款に記載の外国事業体の名前に基づき記入 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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3 

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL 

投資許可と許認可以外の手続きの指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第15号 

添付資料II 

 

 

Bentuk formulir Izin Usaha/Izin Perluasan (khusus bidang industri)/Izin Usaha 

Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha Penjualan 

Langsung/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang 

kepariwisataan) 

事業許可/拡張許可（工業分野に限る）/拡張事業許可/合併事業許可/直接販売事業許可/

建設サービス事業許可/事業登録証（観光分野に限る）書式の形態 

  

事業許可/拡張許可（工業分野に限る）/拡張事業許可/合併事業許可/直接販売事業許可/

建設サービス事業許可/事業登録証（観光分野に限る）*書式 

 

I.  申請者に関する説明 

1. 会社名 :  ................................................ 

2. 投資原則許可番号・日付 :  ................................................ 

3. 事業分野 :  ................................................ 

4. 納税者番号 (NPWP) :  ................................................ 

5. a.  設立証書とその変更     :  ........................................ 

     (公証人名、番号・日付)    
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b.  法務人権大臣の承認書  :  ........................................ 

     (番号・日付)    

6. 本社住所     :  ................................................. 

- 電話番号      :  ................................................. 

- ファックス    :  ................................................. 

- 電子メール    :  ................................................. 

7.  プロジェクト/工場所在地住所  : .................................................. 

- 電話番号      :  ................................................. 

- ファックス    :  ................................................. 

- 電子メール    :  ................................................. 

8. 会社責任者 a)    :  ................................................. 

名前      :  ................................................. 

居住地住居     :  ................................................. 

電話/ファックス番号   :  ................................................. 

KTP/IMTA 番号    : .................................................. 

a) 直接販売事業許可（SIUPL）、建設サービス事業許可（IUJK）、アルコー

ル飲料に限った工業分野の事業許可の場合に記入 

 

9. 技術責任者名 b)   :  .............................................. 

b) 建設サービス事業許可 (IUJK)の場合に記入 

10. 財務能力 c)         : .................................................. 

c) 建設サービス事業許可(IUJK)の場合に記入  

 

II.  プロジェクトの実績 

下記の通り、データに基づき、我々のプロジェクトは商業生産/営業の態勢が整っ

ていることを真に表明する: 
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 1. 年間生産・販売能力 : 

 物品/サービスの種類 単位 能力 輸出 (%) 備考  

 …..………                    ………          ……. ..             …........ ……… 

 …..………                    ………          ……. ..             …........ ……… 

 

 事業分野の分類/資格 d): 

No. 資格 

分類 基本能力  

コード

番号 

下位分野 年 額 (100 万ル

ピア) 

      

      

      

d) 事業体証明書（SBU）に基づき建設サービス事業許可（IUJK）の場合に限

り記入 

 

 

 

      物品の種類:e) 

       物品の種類   医薬品・食品監督庁/保健省/ 備考  

 関連機関登録番号 

       ............................ ............................ ............................ 

       ............................ ............................ ............................ 

e)     直接販売事業許可（SIUPL）の場合に限り記入 

 

 2. 年間輸出額  : US$ …….…........….…….……. 

3. 生産/営業開始時点 :  ............................................. 
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 月 :  ……………......………………… 

 年 :  ………………......……………… 

 4.  プロジェクト投資 (IP に基づく通貨を利用) 

  a. 固定資本 :  ………………......……………… 

   -  土地の購入・整備 :  ………………......……………… 

   -  建物/ビル :  ………………......……………… 

 -  機械・設備        :  ………………......………….. 

   -  その他 :  ………………......………………. 

    小計  :  ………………......……………… 

  b. 運転資本 (1 ターンオーバー分) :  ………………......……………… 

c.   合計 (a+b) :  ……………..………………… 

 

 

 5. 土地の利用*)   :  ……  m2/ha 

  *) いずれか一つを選択    自己所有 

          過去のプロジェクトを利用 

          賃貸 

 6. 資金源  

  a. 自己資本 :  ……………………………… 

  b. 利益の再投資 :  ……………………………… 

  c. 借入資本 :  ……………………………… 

         合計     :  ……………………………… 
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 7. 会社の資本 : 

  a. 授権資本 :  ……………………………… 

  b. 引受資本 :  ……………………………… 

  c. 払込資本 :  ……………………………… 

 8. 労働者 :  外国人（男/女）  インドネシア人（男/女）  

 a. 会社代表者         : ………….       …………. 

                  - PT. .................... : コミサリス  : ………….           …………. 

                  取締役  : …………. …………. 

                 - 協同組合 .............  : 代表者  : …………. …………. 

          b.  プロフェッショナル人材  : …………. …………. 

   -マネージャー  : …………. …………. 

   - 専門家  : …………. …………. 

  c. 直接労働者  : …………. …………. 

         合計      : …………. …………. 
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III.表明 

 

表明 

私、名前: ……………………….は、  PT ..............................  の会社代表者として下記

を表明する : 

1. 本投資の実施の中で後日社会や環境に悪影響が生じた場合、会社は住民への損害

賠償を含め、発生するすべての結果を負う用意がある。 

2. 私は、本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が

署名したことを表明し、また下記を保証し、法的な責任を負うことを表明する: 

a. 提出したすべての書類が本物であること 

b. 提出したすべての記録/データの写しが原本と合致していること、及び  

c. 申請書に記載された全ての署名が本物であること 

 

 

認知/承認 f) 

工業団地取締役/代表者 

 

 

 

………………………… 

名前、署名 

役職、工業団地印 

…………………………..,………..20….. 

 

表明の作成者 

社長 

6000 ルピアの印紙 

………………………… 

 

名前、署名 

役職、会社印 

f) 工業団地に所在の会社の場合 
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「表明」が記載された申請書の署名は、会社取締役/代表者が行うこと。非常に特別かつ限

定的な状況において、会社取締役/代表者の 1 つ下のレベルの会社社員が署名を行うことが

可能。その場合、下記を具備のこと： 

 

a. 申請書の署名を会社取締役/代表者が行えない状況に関する説明と取締役/代

表者が提出する申請書を把握し承認している旨を表明した、取締役/代表者

からのレター 

b. 会社取締役/代表者からの指示書 

c. 原本を提示した上で会社取締役/代表者の ID の写し 

d. 被委任者については、原本を提示した上で ID と社員としての最新の任命書

の写しで証明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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4 

LAMPIRAN XVI PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL 

投資許可と許認可以外の手続きの指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第15号 

添付資料XVI 

 

 

輸入業者番号申請書の形式 

FORMULIR 

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/ 

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)* 

製造輸入業者番号（API-P）(新規/変更)/一般輸入業者番号（API-U）(新規/変更)*申請書 

*) いずれか一つを選択 

番号  : ........................................................... 

日付  : ........................................................... 

 

本輸入業者番号（API）申請書は下記に署名をした者が申請する: 

 

A. 会社 ID 

1. 会社名    : ............................................ 

2. 会社 NPWP    : ............................................ 

3. 会社本社住所   : ............................................ 

- 州    : ............................................ 
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- 県/市    : ............................................ 

4. 電話番号   : ............................................ 

5. ファックス番号  : ............................................ 

6. 登録書/原則許可番号  : ............................................ 

7. 設立証書/投資変更証書番号 : ............................................ 

   

8. 会社登録証番号  : ............................................ 

- TDP の日付   : ............................................ 

- TDP 終了日   : ............................................ 

9. 本社所在証明書番号  : ............................................ 

10. 銀行名 **   : ............................................ 

- レファレンス番号  : ............................................ 

- レファレンス日  : ............................................ 

   **) 一般輸入業者番号(API-U)の場合に記入 

11. 事業許可番号   : ............................................ 

12. 事業分野   : ............................................ 

13. 輸入可能な物品の種類***         : ............................................ 

(セクション番号)      

***)一般輸入業者番号(API-U)の場合に記入 

14. 特殊関係を有する輸入業者の  

表明書番号 ****     : ............................................ 

レターの日付   : ............................................ 
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   ****)一般輸入業者番号(API-U)の場合に記入 

B.  署名者の ID(取締役＆取締役の代理人) 

1. 名前     : ............................................ 

自宅住所     : ............................................ 

 役職     : ............................................ 

 No. KTP (インドネシア人の場合) : ............................................ 

 NPWP (インドネシア人の場合)  : ............................................ 

 No. IMTA (外国人の場合)  : ............................................ 

 旅券番号 (外国人の場合)  : ............................................ 

 

2. 名前     : ............................................ 

自宅住所     : ............................................ 

 役職     : ............................................ 

 No. KTP (インドネシア人の場合) : ............................................ 

 NPWP (インドネシア人の場合)  : ............................................ 

 No. IMTA (外国人の場合)  : ............................................ 

 旅券番号 (外国人の場合)  : ............................................ 

 

3. 名前     : ............................................ 

自宅住所     : ............................................ 

 役職     : ............................................ 

 No. KTP (インドネシア人の場合) : ............................................ 
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 NPWP (インドネシア人の場合)  : ............................................ 

 No. IMTA (外国人の場合)  : ............................................ 

 旅券番号 (外国人の場合)  : ............................................ 

 

4. 名前     : ............................................ 

自宅住所     : ............................................ 

 役職     : ............................................ 

 No. KTP (インドネシア人の場合) : ............................................ 

 NPWP (インドネシア人の場合)  : ............................................ 

 No. IMTA (外国人の場合)  : ............................................ 

 旅券番号 (外国人の場合)  : ............................................ 
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C. 表明 

私、名前  : ……………………….は、  PT ..............................の代表者として  

下記を表明する : 

1. 本投資の実施の中で後日社会や環境に悪影響が生じた場合、会社は住民への損

害賠償を含め、発生するすべての結果を負う用意がある。 

2. 私は、本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者

が署名したことを表明し、また下記を保証し、法的な責任を負うことを表明す

る: 

a. 提出したすべての書類が本物であること 

b. 提出したすべての記録/データの写しが原本と合致していること、及び  

c. 申請書に記載された全ての署名が本物であること 

 

….……………..,……….,20…… 

社長 

6000 ルピアの印紙 

……………………………… 

名前、署名、役職、会社印 
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「表明」が記載された申請書の署名は、会社取締役/代表者が行うこと。非常に特別かつ限

定的な状況において、会社取締役/代表者の 1つ下のレベルの会社社員が署名を行うことが

可能。その場合、下記を具備のこと： 

 

e. 申請書の署名を会社取締役/代表者が行えない状況に関する説明と取締役/代

表者が提出する申請書を把握し承認している旨を表明した、取締役/代表者か

らのレター 

f. 会社取締役/代表者からの指示書 

g. 原本を提示した上で会社取締役/代表者の IDの写し 

h. 被委任者については、原本を提示した上で IDと社員としての最新の任命書の

写しで証明する 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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5 

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL 

投資許可と許認可以外の手続きの指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第15号 

添付資料I 

 

PERSYARATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

許認可と許認可以外の手続き要件 

 

No. 許認可の種類 要件 

a. 事業許可/拡張事業許

可 

Izin Usaha/Izin Usaha 

Perluasan 

 

1. すでに保有する原則許可/投資許可/事業許可/関連省庁・局からの

許可 

2. 会社設立証書と(あれば)変更証書、法務人権省からの会社定款承

認/変更通知書の写しを添付  

3. 会社 NPWP 

4. 下記から構成されるプロジェクト所在地及び/或いは会社住所の法

的書類： 

a. 下記の形態の、事務所及び/或いはビルの管理証明書の写し: 

1) 売買契約(PPJB)、拡張証明書の添付、或いは 

2) 土地証書作成官による会社名義の売買証書、或いは 

3) 地権証明書、及び 

4) 建設許可（IMB） 
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No. 許認可の種類 要件 

又は 

b. 下記の賃貸期間に基づく、会社名義の土地及び/或いは建物の

賃借契約の写しの形での土地及び/或いはビル/建物賃貸契約証

明書： 

1) 工業の場合、3 年以上 

2) サービス/商業の場合、1 年以上  

いずれも申請日から起算  

備考: 

- 利用する土地の面積も記入 

- 上記期間未満の場合、延長或いは他の場所への移転にかか

る取締役からの証明書を添付 

c. 下記の場合には、アフィリエイト及び貸与契約証明書: 

1) 会社の本社がアフィリエイト関係にある複数の他 社と完

全かつ統合的に 1 つの建物内にある、或いは 

2) 会社の本社がアフィリエイト関係にある他社が管理する土

地或いは建物内にある 

3) 上述のアフィリエイトとは、同じグループ会社であるとい

う意味であり、会社定款に記載の株式保有でこれを証明 

5. 会社が工業団地外にある場合、空間整備と工業用地に関する関連

機関からの立地許可/レター 

6. プロジェクト所在地に応じた地方許認可の具備: 

a. 工業団地外に所在する場合、地元地方条例の規定に基づく妨害

許可 (UUG/HO) 及び/或いは事業地許可（SITU）の写し  
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No. 許認可の種類 要件 

b. 工業団地或いはオフィスビルに入居の場合、妨害許可 

(UUG/HO) 及び/或いは事業地許可（SITU）の写しの添付義

務は負わない 

7. 環境影響評価（AMDAL）或いは環境管理計画（UKL）と環境モ

ニタリング計画（UPL）或いは環境管理モニタリング誓約書

（SPPL）の書類及び承認の写し 

8. AMDAL 或いは UKL-UPL をすでに保有する場合、環境許可の写

し 

9. 最新の報告時期の LKPM と BKPM の中央 PTSP、州の PTSP、県

/市の PTSP からの提出受領証  

10. 事業分野の規定に基づき要件となっている育成省庁からの推薦

状、例えば: 

- SIUPL 申請の場合、商業省、この場合、事業育成局からの推薦

状 

- 工業省からの推薦状:KBLI2410 と 2420 の産業（光ディスク/ア

ルコール飲料産業） 

- アブラヤシプランテーションとヤシ油産業の場合、農業省プラ

ンテーション総局長からの事業許可技術推薦状、など 

 

11. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

12. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 II に基づく申請書式 

13. 暫定 SIUPL の手続きの場合の追加書類: 
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No. 許認可の種類 要件 

a. 法規に基づき売買する種類の製品（2 種以上）について省庁か

らのその他の許可或いは登録書の写し 

b. （他社/製造業者/サプライヤーから物品/サービスを受ける場

合）協力契約書/指名書の写し 

c. 会社社長或いは責任者の ID の写しと 4×6 サイズのカラー証明

写真 2 枚 

d. 事業パートナー補償プログラム、倫理コード、就業規則案 

14. 恒久 SIUPL 申請の場合の追加書類:  

a. 暫定 SIUPL の原本を添付 

b. 最新年度の会社の収支報告書の写し 

15. IUJK 申請の場合の追加書類: 

a. まだ有効な事業体（SBU）証明書 

b. 会社社長或いは責任者の ID の写しと 4×6 サイズのカラー証明

写真 2 枚 

16. 鉱業サポートサービス恒久事業許可（鉱物・石炭或いは地熱或い

は石油ガス）申請の場合の追加書類: 

a. 鉱業サポートサービス事業許可（IUJP）或いは 

b. 登録証明書 (SKT) 

17. 商業・サービス分野の場合、下記を添付: 

a. 最大投資割当を記載した投資の詳細  

b. 引当・払込資本の払込証明書或いは会社の自己資本を記載した

収支報告書 

18. 大規模商業分野(メインディストリビューター)の場合、下記の追

加要件: 
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No. 許認可の種類 要件 

a. ディストリビューター指名書、及び 

b. 倉庫管理証明書 

19. 必要な場合、現場検査結果 

20. 必要な場合、プレゼンテーション 

b. 変更事業許可(プロジ

ェクト所在地変更) 

Izin Usaha Perubahan 

(Perubahan Lokasi 

Proyek) 

 

1. 変更を申請するプロジェクト所在地及び/或いは会社住所を記載し

た事業許可/拡張事業許可の写し 

2. 法務人権省からの会社定款承認/変更通知書の写し、会社 NPWP  

3. プロジェクト所在地及び/或いは会社住所の変更の場合下記から構

成されるプロジェクト所在地及び/或いは会社住所の法的書類の写

しの形での関連データを添付： 

a. 下記の形態の、事務所及び/或いはビルの管理証明書の写

し: 

1) 売買契約(PPJB)、拡張証明書の添付、或いは 

2) 土地証書作成官による会社名義の売買証書、或い

は 

3) 地権証明書、及び 

4) 建設許可（IMB） 

又は 

b. 下記の賃貸期間に基づく、会社名義の土地及び/或いは建

物の賃借契約の写しの形での土地及び/或いはビル/建物賃

貸契約証明書： 

1) 工業の場合、3 年以上 

2) サービス/商業の場合、1 年以上  

いずれも申請日から起算  
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No. 許認可の種類 要件 

備考: 

- 利用する土地の面積も記入 

- 上記期間未満の場合、延長或いは他の場所への移転（いず

れか一つを選択）にかかる取締役からの証明書を添付 

 

c. 下記の場合には、アフィリエイト及び貸与契約証明書: 

1) 会社の本社がアフィリエイト関係にある複数の他社と

完全かつ統合的に 1 つの建物内にある、或いは 

2) 会社の本社がアフィリエイト関係にある他社が管理す

る土地或いは建物内にある 

3) 上述のアフィリエイトとは、同じグループ会社である

という意味であり、会社定款に記載の株式保有でこれ

を証明 

4. 会社が工業団地外にある場合、空間整備と工業用地に関する関連

機関からの立地許可/レター 

5. プロジェクト所在地に応じた地方許認可の具備: 

a. 工業団地外に所在する場合、地元地方条例の規定に基づく

妨害許可 (UUG/HO) 及び/或いは事業地許可（SITU）

の写し  

b. 工業団地或いはオフィスビルに入居の場合、妨害許可 

(UUG/HO) 及び/或いは事業地許可（SITU）の写しの

添付義務は負わない 
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No. 許認可の種類 要件 

6. 環境影響評価（AMDAL）或いは環境管理計画（UKL）と環境モ

ニタリング計画（UPL）或いは環境管理モニタリング誓約書

（SPPL）の書類及び承認の写し 

7. AMDAL 或いは UKL-UPL をすでに保有する場合、環境許可の写

し 

6. 本社の所在地が旧所在地と県/市が異なる場合、所在地変更証書と

法務人権大臣の承認書 

7. 新たなプロジェクト或いは住所に応じた NPWP の写し  

8. 最新の報告時期の LKPM と BKPM の中央 PTSP、州の PTSP、

県/市の PTSP からの提出受領証 

9. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書

類を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の

原本 

10. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 VIII に基づく申請書式 

 

c. 変更事業許可(事業分

野条件の変更) 

Izin Usaha Perubahan 

(Perubahan Ketentuan 

Bidang Usaha) 

 

1. 変更を申請する事業分野と種類、生産能力を記載した事業許可/拡

張事業許可の写し 

2. 会社設立証書と(あれば)変更証書、法務人権省からの会社定款承

認/変更通知書の写し、会社 NPWP  

3. 多様化を行った結果としての生産の種類の変更に関する下記の形

態での関連データ: 

a. 生産フローチャートと詳細の説明 

b. 生産能力計算の説明と生産の種類の図 

4. 販売と年間輸出額見通しの変更の場合の追加要件：会社取締役/代
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No. 許認可の種類 要件 

表者からの理由書を添付 

5. KBLI の調整の場合の追加要件:KBLI 調整の理由書と証拠或いは詳

細説明 

6. 産品の追加の場合の追加要件（能力追加と増資を伴わない大規模

商業に限る）:追加する新たな産品のディストリビューター指名書 

7. 資格小分類の追加の場合の追加書類（建設実施サービス或いは建

設コンサルティングサービス事業に限る）: 最新の事業体証明書 

(SBU)  

8. 最新の報告時期の LKPM と BKPM の中央 PTSP、州の PTSP、県

/市の PTSP からの提出受領証 

9. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

10. 必要な場合、現場検査結果 

11. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 VIII に基づく申請書式 

 

d. 変更事業許可(事業許

可の有効期間の変更) 

Izin Usaha Perubahan 

(Perubahan Masa 

Berlaku Izin Usaha) 

 

1. 変更を申請する事業許可/拡張事業許可の写し 

2. 会社設立証書とその変更の写し、法務人権大臣からの定款承認書

とある場合には変更承認/通知書の写し、会社 NPWP;  

3. 条件となっている場合、下記の形での事業許可有効期間延長に関

する関連データ: 

- 事業分野の関連省庁からの推薦状/営業許可、或いは 

- 法規に基づく事業許可有効期間延長要件 
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No. 許認可の種類 要件 

4. 最新の報告時期の LKPM と BKPM の中央 PTSP、州の PTSP、県

/市の PTSP からの提出受領証 

5. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

6. 必要な場合、現場検査結果 

7. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 VIII に基づく申請書式 

 

e. 合併事業許可 

Izin Usaha 

Penggabungan 

1. 合併原則許可の形での保有する許可の写し 

2. 会社設立証書と(あれば)変更証書、法務人権省からの会社定款承

認/変更通知書の写し、会社 NPWP  

3. プロジェクト所在地に関する法的書類: 

a. 下記の形態の、事務所及び/或いはビルの管理証明書の写し: 

1) 売買契約(PPJB)、拡張証明書の添付、或いは 

2) 土地証書作成官による会社名義の売買証書、或いは 

3) 地権証明書、及び 

4) 建設許可（IMB） 

又は 

b. 下記の賃貸期間に基づく、会社名義の土地及び/或いは建物の

賃借契約の写しの形での土地及び/或いはビル/建物賃貸契約証

明書： 

3) 工業の場合、3 年以上 

4) サービス/商業の場合、1 年以上  
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No. 許認可の種類 要件 

いずれも申請日から起算  

備考: 

- 利用する土地の面積も記入 

- 上記期間未満の場合、延長或いは他の場所への移転にかか

る取締役からの証明書を添付 

c. 貸与契約書: 

1) 会社の本社がアフィリエイト関係にある複数の他 社と完

全かつ統合的に 1 つの建物内にある、或いは 

2) 会社の本社がアフィリエイト関係にある他社が管理する土

地或いは建物内にある 

同じグループ会社である場合、会社定款に記載の株式保有でこれを証

明 

 

4. 会社が工業団地外にある場合、空間整備と工業用地に関する関連

機関からの立地許可/レター 

5. プロジェクト所在地に応じた地方許認可の具備: 

a. 工業団地外に所在する場合、地元地方条例の規定に基づく妨害

許可 (UUG/HO) 及び/或いは事業地許可（SITU）の写し  

b. 工業団地或いはオフィスビルに入居の場合、妨害許可 

(UUG/HO) 及び/或いは事業地許可（SITU）の写しの添付義

務は負わない 

6. 環境影響評価（AMDAL）或いは環境管理計画（UKL）と環境モ

ニタリング計画（UPL）或いは環境管理モニタリング誓約書

（SPPL）の書類及び承認の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

7. 最新の報告時期の LKPM と BKPM の中央 PTSP、州の PTSP、県

/市の PTSP からの提出受領証  

6. 事業分野の規定に基づき要件となっている育成省庁からの推薦

状、例えば: 

- SIUPL 申請の場合、商業省、この場合、事業育成局からの推薦

状 

- 工業省からの推薦状:KBLI2410 と 2420 の産業（光ディスク/ア

ルコール飲料産業） 

アブラヤシプランテーションとヤシ油産業の場合、農業省プランテー

ション総局長からの事業許可技術推薦状、など 

7. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

8. 必要な場合、現場検査結果 

9. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 II に基づく申請書式 

f. 職業訓練機関事業許

可(LPK) 

Izin Usaha Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) 

 

1. BKPM からの原則許可の形での許可の写し 

2. BKPM 長官を通じて労働大臣に宛てた書面による申請書、住所、

電話番号、ファックス番号、電子メールを記載した会社レターヘ

ッドにタイプ打ちし、会社が印と署名を施したもの 

3. 管轄機関が認証した法人としての設立証書及び/或いはその変更の

写し 

4. ID（KTP/旅券）と背景が赤で 4×6 サイズの証明写真（フォーマ

ルな服装の写真）を添えた履歴書 

5. 機関名義の納税者番号（NPWP）の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

6. 予定する 3 年以上の研修プログラム用の職業訓練インフラ設備の

所有或いは管理証明書の写し 

7. 管轄の官吏からの所在地証明書 

8. 研修プログラム実施のレファレンスとなる労働省からの能力基準

登録証明書の写し 

9. LA-LPK の認定を受けた職業訓練機関との協力レター 

10. 少なくとも下記の会社プロファイル: 

a. 組織構成と職務記述書 

b. 実施予定のコンピテンシーベースの職業訓練プログラム 

c. 1 年間の職業訓練機関の業務プログラムと資金計画 

d. 講師と研修スタッフの履歴書 

e. 外国人講師、少なくとも分野に応じた専門家としての資格を有

すること 

f. 生徒の収容能力 

11. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書

類を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の

原本 

g. 職業訓練機関

(LPK)・延長 

Izin Usaha Lembaga 

Pelatihan Kerja 

(LPK)Perpanjangan 

1. まだ有効な職業訓練機関事業許可の写し 

2. BKPM 長官を通じて労働大臣に宛てた書面による申請書、住所、

電話番号、ファックス番号、電子メールを記載した LPK のレター

ヘッドにタイプ打ちし、印と LPK 所長の署名を施したもの 

3. 県/市の労働管轄局からの推薦状 

4. LA-LPK からの認定証明書の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

5. 実施済みの研修プログラムに基づき 3 年以上の職業訓練インフラ

設備の所有或いは管理証明書の写し 

6. 実施済みの職業訓練プログラムの実績 

7. 3 年間の LPK パフォーマンス報告書 

8. 1 年間の LPK の業務プログラムと資金計画 

9. 講師と研修スタッフの履歴書、及び 

10. 外国人講師が要る場合、少なくとも分野に応じた専門家としての

資格を有すること 

11. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書

類を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の

原本  

h. 職業訓練機関

（LPK）事業許可

(LPK)・変更/プログ

ラムの追加 

Izin Usaha Lembaga 

Pelatihan Kerja 

(LPK)Perubahan/ 

Penambahan Program 

Pelatihan 

 

1. 取締役/コミサリス関連の場合。取締役/コミサリス構成に関連す

る変更を行う LPK は、法務人権大臣が承認済みの会社設立証書と

変更設立証書の形での変更書類を添付し、BKPM 長官を通じて大

臣宛に変更を書面で報告する義務を負う。 

2. 研修プログラムの変更 

a. 研修プログラムの増減の形での変更を行うLPKは下記の要件を

添付した上で、BKPM 長官を通じて大臣宛に書面で申請を行

う: 

1) まだ有効な職業訓練機関事業許可の写し 

2) 研修プログラムの増減提案リスト 

3) プログラムの変更に応じた講師・研修スタッフリスト 

4) 職業訓練インフラ設備の所有或いは管理証明書の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

b. 研修プログラム追加許可の発行の場合、変更申請受理から 2 営

業日以内に書類と現場検査を行う。 

c. 検査の結果が必要書類と一致する場合、BKPM 長官は研修プロ

グラム変更許可を発行する。 

d. 研修プログラム追加許可は一時停止措置を受けていないLPKに

のみ供与される。 

e. 職業訓練プログラム追加許可の有効期間は、LPK 許可の有効期

間を超えてはならない 

3. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

i. 職業紹介事業許可 

Izin Usaha Jasa 

Penempatan Tenaga 

Kerja Di Dalam Negeri 

 

1. BKPM からの原則許可の形での許可の写し 

2. 法務人権大臣の承認を得た設立証書（及びその変更）の写し 

3. 所在地証明書の写し 

4. NPWP の写し 

5. 法律 1981 年第 7 号に基づくまだ有効な労働報告義務証明書の写し 

6. 職業紹介分野の活動を記載した定款の写し 

7. オフィスの設備インフラ所有証明書或いは 5 年間のオフィス賃貸/

協力契約書の写し 

8. 組織・人員構成図 

9. 最低 1 年間の労働者派遣機関の業務計画 

10. 会社代表者の 4×6 サイズの証明写真 3 枚 
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No. 許認可の種類 要件 

11. 会社所在地証明書に基づく県/市の労働分野管轄機関からの

LPTKS 設立計画通知書証明書 

12. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書

類を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の

原本 

j. 職業紹介事業許可・

延長 

Izin Usaha Jasa 

Penempatan Tenaga 

Kerja Perpanjangan 

1. まだ有効な職業紹介事業許可の写し 

2. 紹介実績集計の形での雇用育成総局長或いは州/県/市の労働分野

の管轄機関の長への報告書提出証明書 

3. NPWP の写し 

4. 少なくとも 1 年間の労働者派遣計画 

5. オフィスの設備インフラ所有証明書或いは 5 年間のオフィス賃貸/

協力契約書の写し 

6. 会社代表者の 4×6 サイズの証明写真 3 枚 

7. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

k. 職業紹介事業許可・

変更 

Izin Usaha Jasa 

Penempatan Tenaga 

Kerja Perubahan 

 

1. まだ有効な職業紹介事業許可の写し 

2. 会社代表者からの変更申請書 

3. 公正証書変更承認書の写し 

4. 新たな会社代表者の KTP の写し 

5. NPWP の写し 

6. 新たな住所及び電話/ファックス番号 

7. 会社代表者の 4×6 サイズの証明写真 3 枚 
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No. 許認可の種類 要件 

8. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

l. 労働者派遣事業許

可・新規 

Izin Usaha Penyediaan 

Jasa Pekerja/Buruh 

Baru 

 

1. BKPM からの原則許可の写し 

2. 設立証書、定款及びその変更、法務人権分野を管轄する大臣が発

行した承認決定書/通知書の写し 

3. 現地の村長が発行した有効期間まで 3 か月以上残っている所在地

証明書或いは事業地許可（SITU）の写し 

4. 外国投資会社によるビル利用が賃貸/契約に基づく場合、ビル管理

者発行のビル賃貸証明書の写し 

5. NPWP と財務省国税総局が発行した登録証明書（SKT）の写し 

6. 管轄の州/県/市政府発行のまだ有効な TDP の写し 

7. 実施予定のサポートサービス事業活動に関する管轄機関からの証

明書の写し (例えば、鉱業或いは石油サポートサービスの場合、エ

ネルギー鉱物資源分野を管轄する省からの証明書) 

8. 社長が署名した会社プロファイル原本 

9. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

m. 労働者派遣事業許

可・延長 

Izin Usaha Penyediaan 

Jasa Pekerja/Buruh 

Perpanjangan 

1. まだ有効な労働者派遣事業許可の写し 

2. 会社名・地位、意図と目的、事業活動、資本構成、取締役・コミ

サリス構成（あれば）の変更証書と法務人権分野を管轄する大臣

発行の承認決定書/通知書（あれば）の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

3. 現地の村長が発行した有効期間まで 3 か月以上残っている所在地

証明書或いは事業地許可（SITU）の写し 

4. 外国投資会社によるビル利用が賃貸/契約に基づく場合、ビル管理

者発行のビル賃貸証明書の写し 

5. 管轄の州/県/市政府発行のまだ有効な TDP の写し 

6. 実施予定のサポートサービス事業活動に関する管轄機関からの証

明書の写し (例えば、鉱業或いは石油サポートサービスの場合、エ

ネルギー鉱物資源分野を管轄する省からの証明書) 

7. 労働報告義務証明書の写し 

8. 社長が署名した会社プロファイル原本 

9. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

n. 外国駐在員事務所

（KPPA） 

KPPA 

1. 定 款  (article of association/ 

incorporation) の写し、駐在員事務所を開設予定の外企業のもの、

英語或いは公認翻訳者によるインドネシア語翻訳 

2. 駐在員事務所を開設予定の外国企業から所長として指名を受ける

者に対する任命書(Letter of Appointment)  

3. 駐在員事務所所長の ID： 

a. 外国人の場合、名前と所有者の署名が記載されたまだ有効な旅

券の写しを添付 

b. インドネシア人の場合、まだ有効な KTP の写し 

4. インドネシアで他のビジネスを行わず、所長として住み、勤務す

るのみである旨を表明した表明書(Letter of Statement) 
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No. 許認可の種類 要件 

5. 手続きを駐在員事務所所長が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本 

o. KPPA・変更 

KPPA PERUBAHAN 

1. KPPW 許可の写し 

2. KPPW 報告書の写し 

3. 下記の変更に応じた要件: 

a. 代表する会社（プリンシパル）名の変更に関する証明書、英語

或いは公認翻訳者によるインドネシア語翻訳或いは在外インド

ネ シ ア 公 館 の 認 証 を 受 け た 定 款  (article of 

association/incorporation) 或いは名称変更証明書（certificate 

change of name ）の写し 

b. 本社/プリンシパルの住所変更の場合、海外の関連機関からの

会社所在地登録証明書の形での要件が追加される 

c. 駐在員事務所の所在地の場合、最新の所在地証明書を添付 

d. 駐在員事務所所長に関する証明書、下記を添付: 

1) 駐在員事務所を開設予定の外国企業から所長として指名を

受ける者に対する任命書(Letter of Appointment) 

2) 所長の ID: 

 外国人の場合、名前と所有者の署名が記載されたまだ有

効な旅券の写しを添付 

 インドネシア人の場合、まだ有効な KTP と NPWP の写

しを添付 
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No. 許認可の種類 要件 

3) インドネシアで他のビジネスを行わず、所長として住み、

勤務するのみである旨を表明した表明書 (Letter of 

Statement) 

4. 外国人の利用については、利用する労働者の数に関する表明書、

ID と労働証明書の写しを添付 

5. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

p. 暫定外国商業会社駐

在員事務所事業許可

（SIUP3A） 

SIUP3A Sementara 

1. プリンシパル会社の取締役が作成した任命書（ Letter of 

Appointment）、駐在員事務所所長となる者を指名し、有効期間

を明記し、公証人と出身国の商業アタシェ/インドネシア公館の認

証を受けたもの 

2. インドネシアの駐在員事務所の活動、商業活動と取引をしてはな

らない旨を内容とした趣意書（Letter of Intent ）、公証人と出身

国の商業アタシェ/インドネシア公館の認証を受けたもの 

6. 指名を受けた駐在員事務所所長が作成した、インドネシアで他の

ビジネスを行わず、所長として住み、勤務するのみである旨を表

明した表明書(Letter of Statement) 

3. 出身国の商業アタシェ/インドネシア公館からの紹介状（Letter of 

Reference ） 

4. 駐在員事務所の業務計画  

5. 駐在員事務所所長に関する添付書類: 

a. CV/履歴書 

b. 外国人の場合、名前と所有者の署名が記載された旅券の写し、

或いは 
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No. 許認可の種類 要件 

c. インドネシア人の場合まだ有効な、KTP と NPWP の写し 

6. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

q. 恒久 SIUP3A  

SIUP3A Tetap 

 

1. プリンシパル会社の取締役が作成した任命書（ Letter of 

Appointment）、駐在員事務所所長となる者を指名し、有効期間

を明記し、公証人と出身国の商業アタシェ/インドネシア公館の認

証を受けたもの 

2. インドネシアの駐在員事務所の活動、商業活動と取引をしてはな

らない旨を内容とした趣意書（Letter of Intent ）、公証人と出身

国の商業アタシェ/インドネシア公館の認証を受けたもの 

3. 指名を受けた駐在員事務所所長が作成した、インドネシアで他の

ビジネスを行わず、所長として住み、勤務するのみである旨を表

明した表明書(Letter of Statement) 

4. 出身国の商業アタシェ/インドネシア公館からの紹介状（Letter of 

Reference ） 

5. 駐在員事務所所長に関する添付書類: 

a. CV/履歴書 

b. 外国人の場合、名前と所有者の署名が記載された旅券の写し、

IMTA の写し、或いは 

c. インドネシア人の場合、まだ有効な KTP と NPWP の写し 

6. 現地村役場からの所在地証明書/ビル管理者からのオフィススペー

ス証明書 

7. 暫定 SIUP3A の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

8. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

r. 延長 SIUP3A  

SIUP3A Perpanjangan 

1. プリンシパル会社の取締役が作成した任命書（ Letter of 

Appointment）、駐在員事務所所長となる者を指名し、有効期間

を明記し、公証人と出身国の商業アタシェ/インドネシア公館の認

証を受けたもの 

2. インドネシアの駐在員事務所の活動、商業活動と取引をしてはな

らない旨を内容とした趣意書（Letter of Intent ）、公証人と出身

国の商業アタシェ/インドネシア公館の認証を受けたもの 

3. 指名を受けた駐在員事務所所長が作成した、インドネシアで他の

ビジネスを行わず、所長として住み、勤務するのみである旨を表

明した表明書(Letter of Statement) 

4. 出身国の商業アタシェ/インドネシア公館からの紹介状（Letter of 

Reference ） 

5.  駐在員事務所所長に関する添付書類: 

a. CV/履歴書 

b. 外国人の場合、名前と所有者の署名が記載された旅券の写し、

IMTA の写し或いは 

c. インドネシア人の場合まだ有効な、KTP と NPWP の写し 

9. 現地村役場からの所在地証明書/ビル管理者からのオフィススペー

ス証明書 

6. TDP の写し 

7. 恒久 SIUP3A の写し 
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8. 駐在員事務所活動報告書  

9. 労働者利用 (法規に基づく外国人労働者とインドネシア人付き添い

労働者の比率)、利用する労働者の数に関する表明書と ID・給与明

細の写しを添付 

10. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

s. 変更 SIUP3A 

SIUP3A PERUBAHAN 

1. SIUP3A の写し  

2. 駐在員事務所活動報告書 

3. 手続きを KP3A 所長が直接行わない場合、十分印紙を貼りつけ会

社印を押した委任状の原本 

4. 外国企業（プリンシパル）の名前の変更申請の場合、追加書類と

して、定款(article of association/ incorporation) 又は certificate 

change of name 、英語或いは公認翻訳者によるインドネシア語翻

訳、或いはインドネシア在外公館の認証を受けたもの  

5. 外国の本社/プリンシパルの住所変更申請の場合、追加書類とし

て、出身国の商業アタシェ/インドネシア公館からの紹介状

（Letter of Reference）  

6. インドネシアの KP3A の所在地の変更申請の場合、追加書類とし

て: 

a. 現地村役場からの新たな住所の所在地証明書/ビル管理者から

のオフィススペース証明書 

b. 旧住所の TDP の写し  

7. KP3A 所長/代表者の変更申請の場合、追加書類として:  
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No. 許認可の種類 要件 

a. 新たな所長の任命書（Letter of Appointment）、公証人と出身

国の商業アタシェ/インドネシア公館の認証を受けたもの 

b. 所長/代表者が署名した証明書（Letter of Statement）、公証人

と出身国の商業アタシェ/インドネシア公館の認証を受けたも

の 

c. CV/履歴書  

d. 外国人の場合、名前と所有者の署名が記載されたまだ有効な旅

券の写し、或いは 

e. インドネシア人の場合、まだ有効な KTP と NPWP の写し 

f. 4×6 サイズの証明写真 2 枚 

g. 労働者利用 (法規に基づく外国人労働者とインドネシア人付き

添い労働者の比率)、利用する労働者の数に関する表明書と

ID・給与明細の写しを添付 

8. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

t. 外国建設サービス事

業体（BUJKA）新規

許可 

Izin Baru BUJKA 

 

1. 申請書  

2. 出身国の親会社 BUJKA 設立証書の写し、出身国の公証人或いは管

轄機関の認証を受けたもの  

3. BUJKA の一般データ  

4. 当該 BUJKA が合法的に登録され、名声がある旨を表明した在イン

ドネシア出身国大使館からの推薦状  

5. 発行機関の認証を受けたまだ有効な親会社 BUJKA の建設サービス

事業許可の写し  

6. 国家レベルの機関が認証した認定証明書の写し  
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No. 許認可の種類 要件 

7. BUJKA 親会社による駐在員事務所所長任命書  (Letter of 

Appointment)  

8. 最新かつ公認会計士の監査済みの BUJKA 親会社の財務報告書の写

し  

9. 所長候補者の旅券或いは KTP の写し  

10. 所長候補者の履歴書  

11. 地元村役場発行の駐在員事務所の所在証明書の写し  

12. 書類の正当性と信憑性に関する表明書、及び 

13. BUJKA 親会社の取締役或いはコミサリスが他の BUJKA で取締役

或いはコミサリスとしての職に就いていない旨の表明書 

14. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

u. BUJKA 駐在員事務所

許可・延長 

perpanjangan Izin 

Perwakilan BUJKA 

1. 申請書  

2. BUJKA 一般データ  

3. 有効期間が切れる予定/すでに切れた駐在員事務所許可の原本  

4. 国家レベルの機関が認定した認証証明書;  

5. 当該 BUJKA が合法的に登録され、名声がある旨を表明した在イン

ドネシア出身国大使館からの更新済みの推薦状 

6. まだ有効な BUJKA 親会社の建設サービス事業許可の写し  

7. 年間活動報告書と提出受領証  

8. 当該 BUJKA 駐在員事務所の NPWP の写し  

9. 所長の旅券或いは KTP の写し  

10. 現地村役場からの駐在員事務所の所在地証明書の写し  
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No. 許認可の種類 要件 

11. 実施する各建設プロジェクトの労働者社会保障支払い証明書の写

し、労働者社会保障関連機関の認証を受けたもの、及び  

12. 書類の正当性と信憑性に関する表明書 

13. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

v. BUJKA 許可閉鎖 

Penutupan izin BUJKA 

 

1. 申請書  

2. 駐在員事務所許可原本、及び  

3. ゼロ課税決定書（Surat pajak nihil） 

4. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

w. BUJKA 許可データ変

更 

Pergantian data izin 

BUJKA 

 

1. 下記を含む事業体データ変更申請書類 

a. 申請書  

b. まだ有効な駐在員事務所許可原本  

c. 会社名変更証書の写し、出身国の公証人の認証を受けたもの  

d. 当該 BUJKA が名前を変更した旨を表明した在インドネシア出

身国大使館からの推薦状  

e. 現地村役場発行の駐在員事務所所在地証明書の写し、及び  

f. 書類の正当性と信憑性の表明書 

2. 住所データ変更申請要件:  

a. 申請書  

b. まだ有効な駐在員事務所許可原本  

c. 会社住所変更証書の写し、認証を受けたもの  
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No. 許認可の種類 要件 

d. 当該 BUJKA が住所を変更した旨を表明した在インドネシア出

身国大使館からの推薦状 

e. 現地村役場発行の駐在員事務所所在地証明書の写し、及び 

f. 書類の正当性と信憑性の表明書 

3. 事業の種類変更申請要件:  

a. 申請書  

b. まだ有効な駐在員事務所許可原本  

c. 国家レベルの機関が認証した認定証明書の写し、及び 

d. 書類の正当性と信憑性の表明書  

4. 所長データ変更申請要件:  

a. 申請書  

b. まだ有効な駐在員事務所許可原本  

c. BUJKA 親会社からの所長指名書(Letter of Appointment) 

d. 新たな所長の履歴書  

e. 前任の所長の出国許可（Exit Permit Only (EPO)）  

f. 新たな所長の旅券或いは KTP の写し  

g. 書類の正当性と信憑性の表明書、及び 

h. BUJKA 親会社の取締役或いはコミサリスが他の BUJKA の取締

役或いはコミサリスの職に就いていない旨の表明書 

5. 手続きを所長が直接行わない場合、被委任者の書類を添えたうえ

で、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原本 

x. 製造輸入業者番号

(API-P) 

1. 最新の取締役構成に関連する設立証書とその変更及び法務人権省

からの承認/通知書の写し 



 

82 
 

No. 許認可の種類 要件 

Angka Pengenal 

Importir Produsen 

(API-P) 

2. 現地村役場/ビル管理者/団地管理者からの会社本社所在地証明書

の写し 

3. NPWP と会社登録証(TDP)の写し 

4. 保有し、まだ有効な投資原則許可/承認書/事業許可の写し 

5. 外国人が輸入書類の署名をする場合、外国人雇用許可 (IMTA)、

暫定居住許可（KITAS）、旅券、NPWP の写し 

6. インドネシア人の場合、住民登録証の写し 

7. API に署名する会社幹部或いは取締役各人の背景赤、3×4 サイズ

の最新の証明写真 2 枚 

8. API-P の署名者は、取締役 1 人及びその他取締役の代理人から構

成される最大 4 人、輸入書類署名用の委任状を添付(API-Pカード) 

9. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 XVII に基づき、十分印紙

を貼り付け、会社印を押し、代表者が署名した申請書 

10. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本、或いは 

11. 法規に基づくその他の要件 

 

API-P 変更申請の場合の追加要件:  

12. 旧 API-P 原本 

y. 一般輸入業者番号

(API-U) 

Angka Pengenal 

Importir Umum (API-

U) 

1. 最新の取締役構成に関連する設立証書とその変更及び法務人権省

からの承認/通知書の写し 

2. 現地村役場/ビル管理者/団地管理者からの会社本社所在地証明書

の写し 
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No. 許認可の種類 要件 

3. NPWP と会社登録証(TDP)の写し 

4. 保有する登録書/承認書の写し 

5. 保有する輸入商業許可の写し 

6. 外為銀行からのレファレンス原本 

7. 外国人が輸入書類の署名をする場合、外国人雇用許可 (IMTA)、

暫定居住許可（KITAS）、旅券、NPWP の写し 

8. インドネシア人の場合、住民登録証の写し 

9. API に署名する会社幹部或いは取締役各人の背景赤、3×4 サイズ

の最新の証明写真 2 枚 

10. 1 セクションを超えて輸入を行う場合、下記を添付: 

a. 特殊関係の種類、海外にある会社の出身国、セクションを記載

し十分印紙を貼り付けた表明書 

b. 特殊関係の証明書（承認期間を記載した契約承認、株式保有、

定款、代理店/ディストリビューター契約、借入契約或いは物

品供給契約）、商業アタシェ/外交官吏/在外インドネシア領事

館/公館の認証を受けたもの、及び/或いは 

c. 商業アタシェ/外交官吏/在外インドネシア領事館/公館からの

証明書 

11. API-U の署名者は、取締役 1 人及びその他取締役の代理人から構

成される最大4人、輸入書類署名用の委任状を添付(API-Uカード) 

 

12. 申請をマニュアルで行う場合、添付書類 XVII に基づき、十分印紙

を貼り付け、会社印を押し、代表者が署名した申請書 
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No. 許認可の種類 要件 

13. 手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、被委任者の書類

を添えたうえで、十分印紙を貼りつけ会社印を押した委任状の原

本、或いは 

14. 法規に基づくその他の要件 

 

API-U 変更申請の場合の追加要件:  

15. 旧 API-U 原本 

z. 支店開設 

Pembukaan Kantor 

Cabang 

1. 原則許可/拡張原則許可/変更原則許可/事業許可/拡張事業許可す

べての写し 

2. 会社設立証書とその変更、法務人権大臣からの承認書/通知書の写

し 

3. 支店開設証書の写し 

4. 納税者番号(NPWP)の写し 

5. 最新の報告時期の投資活動報告書（LKPM）の写し 

報告者が直接提出しない場合には、十分印紙を貼り付け会社印

を押した委任状の原本を添付、手続きを会社取締役/代表者が直

接行わない場合、被委任者の書類を添付 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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6 
 

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA  

PELAYANAN  FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料I 

  

 

6-a. Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin 

機械輸入便宜申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 : 機械輸入便宜申請 
 

 

宛先: 

BKPM 長官 

 

投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可

/投資許可*番号................日付................或いは省庁/中央 PTSP、州の PTSP、

県/市の PTSP、自由貿易地域・自由港の PTSP、経済特区の PTSPからの事業許

可**番号................日付................をすでに取得していることから、我々、

下記の代表者は： 

 

会社名  : ……………………………...................................... 
事業分野  : ……………………………...................................... 
住所 : ……………………………...................................... 
-     電話 : ……………………………...................................... 
-      ファックス         : ……………………………...................................... 

-     電子メール : ……………………………...................................... 
 

工業/サービス業*の開発/振興**の枠組みにおいて、見積もり C&F/CIF  価
格...................（文字で表記）の機械の輸入便宜を得るために申請書を提出
する。 
 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署
名し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとす
る。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印 

 

*)  いずれか一つを選択 

**) 再建/近代化/リハビリテーションの枠組みでの便宜申請の場合には、事業許可番号を記入 
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機械輸入便宜申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 再建/近代化/リハビリテーションの枠組みでの機械便宜申請の場合、投資調整庁の

中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSP からの投資原則許可/投資許可或いは省庁/中央

PTSP、州の PTSP、県/市の PTSP、自由貿易地域・自由港の PTSP、経済特区の PTSPか

らの事業許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と変

更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請受理証（工業開発の場合）或いは課

税業者決定書/PPKP（工業振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が十分印紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した機械輸入便

宜申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委任状

（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを添付 

3. 機械リスト。搬入港毎に HS コード、技術仕様、荷積国、数量、見積もり価格の詳

細を記載。 

4. 加工業の場合、原材料の種類を記載し、フローチャートを添付した上で、生産工程

の詳細、或いはサービス業の場合、活動の詳細 

5. 投資原則許可に記載の生産の種類に応じた生産機械の能力の計算 

6. 工場の機械レイアウト図或いはサービス業の場合、ビル/建物の技術図 

7. 機械の技術データ或いはパンフレット 

8. 下記の者からの許可或いは推薦状: 

a. 加工業と統合したアブラヤシプランテーション会社の場合、農業大臣、この場合、

プランテーション総局長からの技術推薦状を添付 

b. ゴムをシート、濃縮ラテックス、クラムラバーに加工する工業会社の場合、農業

大臣、この場合、プランテーション総局長からの技術推薦状を添付 

c. 加工業と統合したサトウキビプランテーション会社の場合、農業大臣、この場合、

プランテーション総局長からの技術推薦状を添付 

d. 鉱業会社の場合、鉱業許可（IUP）と原則許可、鉱業サービス会社の場合、鉱業

サービス事業許可（IUJP）と IUP 保有者との業務契約を添付 

e. に規定の IUP はエネルギー鉱物資源省からクリーン＆クリア認定を受けているこ

と 

f. その他関連の省 



 
 

88 
 

 

 

 

機械輸入便宜申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 投資原則許可/投資許可番号 便宜を申請する会社名義の投資調整庁の中央 PTSP、州の

PTSP、県/市の PTSP 発行でまだ有効な投資原則許可/投資許

可を記入 

2 事業許可番号 再建/近代化/リハビリテーションの枠組みでの機械便宜申請

の場合、保有する事業許可番号を記入 

3 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

4 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

5 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

6 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

7 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA 
CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料II 

 

6-b. Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin 

機械輸入便宜変更/追加申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 
件名 : 機械輸入便宜変更/追加申請* 

 
 

宛先: 

BKPM 長官 

 

 

機械輸入にかかる財務大臣決定書番号..............日付..............を取

得していることから、我々、下記の代表者は: 

 

会社名 : ……………………………….………………………  

事業分野: ……………………………….………………………  

住所 : ……………………………….……………………… 

-    電話 : ……………………………….……………………… 
-    ファックス : ……………………………….……………………… 

-    電子メール : ……………………………….……………………… 

 

.............（変更/追加の理由を説明）であることを鑑み、工業/サービス業*
の開発 / 振興 **の枠組みにおいて、当初見積もり C&F/CIF  価
格...................（文字で表記）を見積もり C&F/CIF  価格...................に
変更**し、機械輸入変更/追加便宜を得るために申請書を提出する。 

 

本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署
名し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとす
る。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..........................,............ 

申請者 

6000 ルピアの印紙 

 

 

 

*) いずれか一つを選択 

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印 

**) マスターリストの額が変更となる変更の場合に記入、追加の場合、申請する追加マスターリストの額

を記入 
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機械輸入便宜申請変更/追加の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と

変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請受理証（工業開発の場合）或いは

課税業者決定書/PPKP（工業振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が理由の説明を添え、十分印紙を貼り付けた上に署名し、会

社印を押した機械輸入便宜変更申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委

任状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを添

付 

3. 機械リスト。搬入港毎に HS コード、技術仕様、荷積国、数量、見積もり価格の

詳細を記載。 

4. 保有する機械輸入関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

5. 加工業の場合、原材料の種類を記載し、フローチャートを添付した上で、生産工

程の詳細、或いはサービス業の場合、活動の詳細 

6. 投資原則許可に記載の生産の種類に応じた生産機械の能力の計算 

7. 工場の機械レイアウト図或いはサービス業の場合、ビル/建物の技術図 

8. 技術データ (Invoice, Packing List, Bill of Lading  (B/L) 或いは Airways Bill 
(AWB)、契約書) 或いは機械のパンフレット 

9. 必要な場合、省からの許可或いは推薦状 

10. 機械輸入実績の要約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 
 

機械輸入便宜変更/追加申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明 

1 財務大臣決定書番号 変更/追加を行う予定の財務大臣決定書の番号を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 

 

 
 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料III 

6-c. Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin 

機械輸入期間延長申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 : 機械輸入期間延長申請  

 

宛先: 

BKPM 長官 

 

 

機械輸入にかかる財務大臣決定書番号.............. 日付..............をす

でに取得していることから、我々、下記の代表者は： 

 

会社名: ……………………………….………………………  

事業分野: ……………………………….………………………  

住所 : ……………………………….……………………… 

-    電話 : ……………………………….……………………… 
-    ファックス : ……………………………….……………………… 

-    電子メール : ……………………………….……………………… 
 

.................の理由から（理由の説明を記入）、機械輸入が完了していな

いことを鑑み、工業開発/振興*の枠組みでの機械輸入期間の延長を申請す

る。 

 

本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署
名し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとす
る。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印 

 

*)いずれか一つを選択 
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機械輸入便宜機関延長申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と

変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請受理証（工業開発の場合）或いは

課税業者決定書/PPKP（工業振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が機械輸入が完了していない理由の説明を添え、十分印紙を

貼り付けた上に署名し、会社印を押した機械輸入便宜期間延長申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委

任状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを添

付 

3. 保有する機械輸入関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

4. 機械輸入実績の要約 
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機械輸入便宜期間延長申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 財務大臣決定書番号 機械輸入期間延長申請を行う財務大臣決定書を記入 

2 会社名  申請を行う会社名を記入 

3 住所 申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料IV 

 

6-d. Bentuk Surat Permohonan Pindah Lokasi Proyek atas Mesin Berfasilitas 

便宜を得た機械にかかるプロジェクト所在地変更申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 : 便宜を得た機械にかかる所在地変更申請 
 

 

宛先: 

BKPM 長官 

 

 

機械輸入にかかる財務大臣決定書*番号.............. 日付..............をすでに取

得していることから、我々、下記の代表者は： 

 
 

会社名: ……………………………….………………………  

事業分野: ……………………………….………………………  

住所 : ……………………………….……………………… 

-    電話 : ……………………………….……………………… 
-    ファクシミリ : ……………………………….……………………… 
-    電子メール : ……………………………….……………………… 

 

..............（変更の理由を説明）を鑑み、工業/サービス業*の開発/振興*の枠組
みにおいて、便宜を得た機械にかかる所在地の変更のために申請書を提出する。 

 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署名
し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとする。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印 

*)  いずれか一つを選択 
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便宜を得た機械にかかる所在地の変更申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資許可或

いは省庁/中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSP、自由貿易地域・自由港の PTSP、

経済特区の PTSPからの事業許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と

変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請受理証（工業開発の場合）或いは

課税業者決定書/PPKP（工業振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が便宜を得た機械にかかる所在地の変更理由の説明を添え、

十分印紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した便宜を得た機械にかかる所在

地変更申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委任

状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを添付 

3. 変更となる機械リスト。プロジェクト所在地毎に HS コード、技術仕様、単位の詳

細を記載。（当初.......、変更後.......の形式で記載） 

4. 保有する機械輸入にかかる関税免税に関する財務大臣の承認書/決定書の写し 

5. 必要な場合、省からの許可或いは推薦状 
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便宜を得た機械にかかる所在地変更申請書記入技術指針 

 
No 記入項目 説明

Keterangan 1 財務大臣承認書/決定書番号 変更を申請する財務大臣承認書/決定書の番号を記入 

2 会社名  申請を行う会社名を記入 

3 住所 申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN   
FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料V 

 

6-e. Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan 

物品・材料輸入便宜申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 
件名 : 物品・材料輸入便宜申請 

 
 

宛先 

BKPM 長官 

 

 

投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSP**から………..*事業許可*番

号.............. 日付..............をすでに取得していることから、我々、下記の代

表者は： 

 

会社名  : ……………………………...................................... 
事業分野  : ……………………………...................................... 
住所 : ……………………………...................................... 
-     電話 : ……………………………...................................... 
-      ファックス         : ……………………………...................................... 

-     電子メール : ……………………………...................................... 
 

工業の開発/振興**の枠組みにおいて、見積もり C&F/CIF  価格...................（文
字で表記）の 2/4**年分の物品・材料の輸入便宜を得るために申請書を提出する。 
 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署名し、
添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとする。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

………………………………….  

名前、署名、役職、会社印 

 
 

 
*) 各省での名称に応じる 

**) いずれか一つを選択 
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物品・材料輸入便宜申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSP からの投資原則許可/投資許

可 

2. 中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの事業許可 

3. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書

と変更承認書/通知書の写し 

4. 納税者番号（NPWP）と課税業者決定書/PPKP 

5. 通関基本番号（NIK） 

6. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

7. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が十分印紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した物品・

材料輸入便宜申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委

任状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを

添付 

3. 物品・材料リスト。搬入港毎に HS コード、技術仕様、荷積国、数量、見積も

り価格の詳細を記載。 

4. 保有する機械輸入にかかる関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

5. 加工業の場合、原材料の種類を記載し、フローチャートを添付した上で、生産

工程の詳細、或いはサービス業の場合、活動の詳細 

6. 事業許可に記載の生産の種類に応じた生産用の物品・原材料需要の計算(balance 

material)（必要な場合） 

7. 物品・材料の技術データ或いはパンフレット 

8. （4 年間の原材料輸入便宜申請の場合）関連の省からの推薦状と独立サーベイ

ヤーからの 30％以上の現地調達率達成報告書 

9. 機械輸入にかかる関税免税に関する財務大臣決定書を記載し、関税総局から物

品搬出承認を受けている輸入申告書或いは現地調達率に関する工業省からの推

薦状の形での証明書を提出した上で、機械輸入実績報告書 

10. 物品・材料便宜を申請予定の機械は、担保化されていない、他者と紛争中でな

い、そして会社の支配下/所有である旨を表明した、会社代表者が印紙の上に署

名をした表明書 
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物品・材料輸入便宜申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 事業許可 原材料需要のための物品・材料便宜供与の根拠となる事業許

可を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

7 2/4 年間の原材料需要 会社の申請に応じて選択 

 
 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN CV PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PELAYANAN  FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料VI 

 

 
6-g. Bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Mesin Atas Fasilitas Barang dan Bahan 

物品・材料便宜にかかる機械保有表明書の形式 

 

表明書 

 

下記の署名をした： 

 
 

名前 : ……………………………….…………… 

出生地/生年月日 : ……………………………….…………… 

ID 番号 (KTP/旅券) : ……………………………….…………… 

住所 : ……………………………….…………… 

役職 : 会社取締役/代表者 

会社名 : ……………………………….…………… 

 

 

は、本状をもって、物品・材料便宜を申請予定の機械が、担保化されていない、他者と紛争

中でない、そして会社の支配下/所有である旨をここに表明する。 

 

以上、本表明書は、誰からの強制なく事実の通り作成した。後日違反、すなわち本表明が不

正であると判明した場合には、会社は投資調整庁を関与させることなく、現行法に基づく法

的結果をすべて受け入れるものとする。 
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.....................,..........................,............ 

申請者 

 
6000 ルピアの印紙 

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN CVII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PELAYANAN  FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料VII 

 

6-g. Bentuk Surat Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan 

物品・材料輸入便宜変更申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 
件名 : 物品・材料輸入便宜変更申請 

 

宛先 

BKPM 長官 

 

物品・材料輸入にかかる財務大臣決定書番号.............. 日付..............をすで

に取得していることから、我々、下記の代表者は： 

 
 

会社名  : ……………………………...................................... 

事業分野  : ……………………………...................................... 
住所 : ……………………………...................................... 
-     電話 : ……………………………...................................... 
-      ファックス         : ……………………………...................................... 

-     電子メール : ……………………………...................................... 

 
...................（変更の理由を説明）を鑑み、工業の開発/振興**の枠組みにおいて、
当初見積もり C&F/CIF  価格 ...................（文字で表記）を C&F/CIF 価
格...................（文字で表記）**に変更し、物品・材料の輸入の変更にかかる便
宜を得るために申請書を提出する。 

 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署名し、
添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとする。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

………………………………….  

名前、署名、役職、会社印 

 
 

*) 各省での名称に応じる 

**) マスターリストの額の変更が生じる変更の場合のみ記入 
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物品・材料輸入便宜変更申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資許可 

2. 中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの事業許可 

3. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と変

更承認書/通知書の写し 

4. 納税者番号（NPWP）と課税業者決定書/PPKP 

5. 通関基本番号（NIK） 

6. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

7. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が変更の理由の説明を添付し、十分印紙を貼り付けた上に署名し、

会社印を押した物品・材料輸入便宜変更申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委任状

（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを添付 

3. 物品・材料リスト。搬入港毎に HS コード、技術仕様、荷積国、数量、見積もり価格

の詳細を記載。 

4. 保有する物品・材料輸入にかかる関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

5. 加工業の場合、原材料の種類を記載し、フローチャートを添付した上で、生産工程

の詳細、或いはサービス業の場合、活動の詳細 

8. 事業許可に記載の生産の種類に応じた生産用の物品・原材料需要の計算 (balance 

material)（必要な場合） 

9. 物品・材料輸入管理カード（必要な場合） 

10. 物品・材料の技術データ或いはパンフレット 

11. 物品・材料輸入実績の要約 
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物品・材料輸入便宜変更申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 財務大臣決定書番号 承認済みの物品・材料輸入関税免除に関する財務大臣決定書

を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 
 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PELAYANAN  FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料VIII 

6-h. Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan 

Bahan 

物品・材料輸入期間延長申請書の形式 

番号 : 

添付書類 : 

件名 : 物品・材料輸入期間延長申請 

 

宛先:  

BKPM 長官 

 

物品・材料輸入にかかる財務大臣決定書番号.............. 日付..............をすで

に取得していることから、我々、下記の代表者は： 

 
 

会社名: ……………………………….………………………  

事業分野 : ……………………………….……………………… 

住所 : ……………………………….……………………… 

-    電話 : ……………………………….……………………… 

-    ファックス : ……………………………….……………………… 

-    電子メール : ……………………………….……………………… 

 
...................（理由を説明）との理由により、工業の開発/振興*の枠組みにおい
て、物品・材料の輸入の期間の延長を受けるために申請書を提出する。 

 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署名し、
添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとする。 

 

以上、よろしくお願いする。 

.....................,...................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印 

*) いずれか一つを選択
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物品・材料輸入便宜期間延長申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資許可 

2. 中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの事業許可 

3. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と

変更承認書/通知書の写し 

4. 納税者番号（NPWP）と課税業者決定書/PPKP 

5. 通関基本番号（NIK） 

12. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が物品・材料の輸入が完了していない理由の説明を添付し、十

分印紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した物品・材料輸入便宜変更申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委任

状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを添付 

3. 保有する物品・材料輸入にかかる関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

4. 物品・材料輸入実績の要約 
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物品・材料輸入便宜期間延長申請書記入技術指針 

 
 

 
No 記入項目 説明

Keterangan 1 財務大臣決定書番号 機械輸入期間延長を申請する財務大臣決定書を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PELAYANAN  FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料IX 

 

6-i. Bentuk Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam 
Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik 

Untuk Kepentingan Umum 
 

公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸入関税免税申請書 

 

番号 : 添付書類  

件名 :公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸入関税免税申請 

 

宛先 

在ジャカルタ投資調整庁長官 

 

署名をした、我々、下記の会社の代表者:  

会社名 : 

NIK : 

NPWP : 

事業分野 : 

オフィス住所 : 

プロジェクト所在地 : 

電話 : ファックス : 

連絡担当者: 電話 : 

 

 

は、本状により、公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸

入関税免税を申請する。 
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本状に下記の関連書類を添付する: 

1. 投資原則許可/投資許可の写し 

2. 通関基本番号 (NIK)の写し 

3. 納税者番号 (NPWP)の写し 

4. 輸入業者番号 (API/API-T/API-P)の写し、及び 

5. エネルギー鉱物資源省電力総局長が承認及び認証した物品輸入計画 (RIB)  

 

以上、本申請書は我々が正しく作成し、本免税便宜供与の根拠となる全ての規程を遵

守するものとする。 

.....................,...................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙 

 

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印*) 

 
 

*)  API/API-T/API-P に記載された会社代表者が署名 
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資本財輸入便宜変更申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSP からの投資原則許可/投

資許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更

証書と変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請書受理証（開発の場合）、

或いは課税業者決定書/PPKP（振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が十分印紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した

資本財輸入便宜申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付

けた委任状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の

ID の写しを添付 

3. 資本財リスト。搬入港毎に HS コード、技術仕様、荷積国、数量、見積も

り価格の詳細を記載。 

4. エネルギー鉱物資源省電力総局長が承認と認証を行った、プロジェクトに

必要な物品輸入計画（RIB）を添付した推薦状 

5. 電力分野の法規に基づきエネルギー鉱物資源省或いは州政府が供与した電

力供給事業許可（IUPTL） 

6. 生産するすべての電力を PT.PLNが購入する旨の売買契約或いは PT.PLNと

ファイナンスリース契約(Finance Lease Agreement/FLA)を有する発電事業用

の IUPTL保持者の場合、申請書には PT.PLNとの電力売買契約書 (Power 

Purchase Agreement/PPA) 或いはファイナンスリース契約 (Finance Lease 

Agreement/FLA)を添付 

7. IUPTL保持者との間で事業地域を有する IUPTL保持者が生産するすべての

電力を購入する旨の電力売買契約を有する発電事業用の IUPTL保持者の場

合、申請書には事業地域を有する IUPTL保持者との電力売買契約書 (Power 

Purchase Agreement/PPA)を添付 

8. 投資原則許可に記載の生産の種類に応じた生産機械能力の計算 

9. 機械の技術データ或いはパンフレット 
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資本財輸入便宜変更申請書記入技術指針 
 

No 記入項目 説明 

1 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

2 NIK 通関基本番号/NIKを記入   

3 NPWP 会社の納税者番号/NPWPを記入 

4 事業分野 投資原則許可に記載の事業分野を記入 

5 オフィス住所 NIK に基づき便宜を申請する会社の住所を記入 

6 プロジェクト所在地 投資原則許可に記載のプロジェクト所在地を記入 

7 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

8 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

9 連絡担当者 API/API- T/API-P に記載の会社取締役/代表者名を記入 

10 電話 連絡担当者の番号を記入  

i

s

a 

 

 
 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PELAYANAN  FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料X 

 

6-j. Bentuk Surat Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk 
Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan 

Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 
 

公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸入関税免税決定書の変更申

請書の形式 

 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 :公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸入関税免税決定

書の変更申請 

 

宛先 

在ジャカルタ投資調整庁長官 

 

署名をした、我々、下記の会社の代表者:  

会社名 : 

NIK : 

NPWP : 

事業分野 : 

オフィス住所 : 

プロジェクト所在地 : 

電話 : ファックス : 

連絡担当者: 電話 : 

 

は、本状により、....による公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸

入関税免税に関する投資調整庁長官決定書番号....の変更を申請する。 

 

本状に下記の関連書類を添付する: 

1. 投資原則許可/投資許可の写し 

2. 通関基本番号 (NIK)の写し 

3. 納税者番号(NPWP)の写し  
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4. 輸入業者番号 (API/API-T/API-P)の写し 

5. 国内投資/外国投資*の枠組みにおける PT. .......の開発/振興*のための資本

財輸入関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

6. ….の形の変更関連データ、及び 

7. エネルギー鉱物資源省電力総局長が承認と認証を行ったプロジェクトに必

要な変更物品輸入計画（RIBP）（RIB関連の変更申請の場合） 
 

以上、本申請書は我々が正しく作成し、本免税便宜供与の根拠とな

る全ての規程を遵守するものとする。 

 

 

 
.....................,...................................... 

申請書 

6000ルピアの印紙 

 

…………………………………. 

名前、署名、役職、会社印**) 

 
 

*) いずれか一つを選択 

**) API/API-T/API-P に記載された会社代表者が署名 
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資本財輸入便宜変更申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資

許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証

書と変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請書受理証（開発の場合）、或

いは課税業者決定書/PPKP（振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 

B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が資本財輸入便宜の変更理由の説明を添えて、十分印紙

を貼り付けた上に署名し、会社印を押した申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付け

た委任状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID

の写しを添付 

3. 資本財リスト。搬入港毎にHSコード、技術仕様、荷積国、数量、見積もり

価格の詳細を記載。 

4. 保有する資本財輸入関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

5. エネルギー鉱物資源省電力総局長が承認と認証を行ったプロジェクトに必

要な変更物品輸入計画（RIBP） 

6. 投資原則許可に記載の生産の種類に応じた生産機械能力の計算 

7. 機械の技術データ或いはパンフレット 



 

121 
 

 

資本財輸入便宜変更申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明 

1 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

2 NIK 通関基本番号/NIKを記入   

3 NPWP 会社の納税者番号/NPWPを記入 

4 事業分野 投資原則許可に記載の事業分野を記入 

5 オフィス住所 NIK に基づき便宜を申請する会社の住所を記入 

6 プロジェクト所在地 投資原則許可に記載のプロジェクト所在地を記入 

7 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

8 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

9 連絡担当者 API/API- T/API-P に記載の会社取締役/代表者名を記入 

10 電話 連絡担当者の番号を記入   

 

 

 
 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PELAYANAN  FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料XI 

 

6-k. Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan 
Bea Masuk Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan 

Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 
 

公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸入関税免税にかかる輸入期間

延長申請書の形式 

 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 :公益用の発電業の開発或いは振興の枠組みにおける資本財輸入関税免税にか

かる輸入期間延長申請 

 

宛先 

在ジャカルタ投資調整庁長官 

 

署名をした、我々、下記の会社の代表者:  

会社名 : 

NIK : 

NPWP : 

事業分野 : 

オフィス住所 : 

プロジェクト所在地 : 

電話 : ファックス : 

連絡担当者: 電話 : 

 

 

は、本状により、........................を考慮し（資本財輸入が完了していない旨の説明/理由

を記入）、PT....の公益用の発電業の開発或いは振興*の枠組みにおける資本財輸入関税免

税に関する投資調整庁長官決定書番号....に基づく物品輸入関税免税にかかる輸入期間の

延長を申請する。 

 

本状に下記の関連書類を添付する: 
 

1. 投資原則許可/投資許可の写し 
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2. 通関基本番号 (NIK)の写し 

3. 納税者番号 (NPWP)の写し 

4. 輸入業者番号 (API/API-T/API-P)の写し、及び 

5. 公益用の発電業の開発或いは振興*の枠組みにおける資本財輸入関税免税

に関する投資調整庁長官決定書の写し、及び 

6. 輸入実績報告書 

 

以上、本申請書は我々が正しく作成し、本免税便宜供与の根拠とな

る全ての規程を遵守するものとする。 

 

 

 
.....................,...................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙 

 

………………………………….

名前、署名、役職、会社印*) 

 
 

*)  いずれか一つを選択 

**)  API/API-T/API-P に記載された会社代表者が署名
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資本財輸入便宜期間延長申請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 投資調整庁の中央 PTSP、州の PTSP、県/市の PTSPからの投資原則許可/投資許可 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書と

変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者としての申請書受理証（開発の場合）、或いは

課税業者決定書/PPKP（振興/拡張のための機械輸入便宜申請の場合） 

4. 通関基本番号（NIK）或いは NIK 申請受理証 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が資本財輸入が完了していない理由の説明を添えて、十分印

紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した資本財輸入便宜申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、十分印紙を貼り付けた委

任状（現行 BKPM 長官規程に定める通り）、委任者と被委任者の ID の写しを

添付 

3. 保有する資本財輸入関税免税に関する財務大臣決定書の写し 

4. 資本財輸入実績報告書 
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資本財輸入便宜期間延長申請書記入技術指針 
 

 

No 記入項目 説明 

1 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

2 NIK 通関基本番号/NIKを記入   

3 NPWP 会社の納税者番号/NPWPを記入 

4 事業分野 投資原則許可に記載の事業分野を記入 

5 オフィス住所 NIK に基づき便宜を申請する会社の住所を記入 

6 プロジェクト所在地 投資原則許可に記載のプロジェクト所在地を記入 

7 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

8 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

9 連絡担当者 API/API- T/API-P に記載の会社取締役/代表者名を記入 

10 電話 連絡担当者の番号を記入   

 

 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PELAYANAN  FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料XII 

 
6-l. Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dalam rangka Kontrak 

Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 
 

事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入便宜申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 :事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）*の枠組みにおける物品輸入便

宜申請 

 

宛先 

BKPM 長官 

 

事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）番号.............. 日付..............を

すでに取得していることから、我々、下記の代表者は： 

 

会社名  : ……………………………...................................... 
事業分野  : ……………………………...................................... 
住所 : ……………………………...................................... 
-     電話 : ……………………………...................................... 
-      ファックス         : ……………………………...................................... 

-     電子メール : ……………………………...................................... 

 
事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）*の枠組みにおいて、見積もり
C&F/CIF  価格...................（文字で表記）の物品輸入便宜を得るために申
請書を提出する。 

 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署
名し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとす
る。 

 

以上、よろしくお願いする。 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

………………………………….  

名前、署名、役職、会社印 

 

*)  いずれか一つを選択 



- 
127 
- 
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事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入便宜申請の際にア

ップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）承認書 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書

と変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者決定書/PPKP 

4. 通関基本番号（NIK） 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
B. オンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が十分印紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、現行 BKPM 長官規程に

定める通り、十分印紙を貼り付けた委任状 

3. 機械リスト。搬入港毎にHSコード、技術仕様、荷積国、数量、見積もり価格の

詳細を記載。 

4. エネルギー鉱物資源省鉱物・石炭総局からの推薦状 

 

 

 

  



- 
128 
- 
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事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける 

物品輸入便宜申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 事業契約/石炭鉱業事業契約

（PKP2B）番号 

事業契約/石炭鉱業事業契約（PKP2B）番号を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN XIII PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 

PELAYANAN FASILITAS  PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料XIII 

 

6-m. Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Barang 
dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B) 

事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入便宜変更/追加

申請書の形式 

 

番号 : 

添付書類 : 

件名 : 事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入便宜

変更/追加*申請 

 

宛先: 

BKPM 長官 

 

物品輸入にかかる財務大臣決定書番号.............. 日付..............をすでに

取得していることから、我々、下記の代表者は： 

 
会社名  : ……………………………...................................... 
事業分野  : ……………………………...................................... 
住所 : ……………………………...................................... 

-     電話 : ……………………………...................................... 
-      ファックス         : ……………………………...................................... 

-     電子メール : ……………………………...................................... 

 

...................（変更/追加の理由を説明）を鑑み、事業契約或いは石炭鉱業事
業契約（ PKP2B）の枠組みにおいて、当初見積もり C&F/CIF  価
格...................（文字で表記）を C&F/CIF  価格...................（文字で表記）
**に変更し、物品輸入の変更/追加*にかかる便宜を得るために申請書を提出す
る。 
 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が署
名し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うものとす
る。 
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以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印紙  

………………………………….  

名前、署名、役職、会社印 

 
 

*) いずれか一つを選択 

**) マスターリストの額の変更が生じる変更の場合のみ記入、追加の場合、申請する追加マスターリストの

額を記入



 

131 
 

 
 
 

事業契約或いは石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入便宜変更/追加

申請の際にアップロードする必要がある書類 

 
 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）承認書 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書

と変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者決定書/PPKP 

4. 通関基本番号（NIK） 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1. 会社取締役/代表者が物品輸入便宜変更理由の説明を添えて、十分印紙を貼り付

けた上に署名し、会社印を押した申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、現行 BKPM 長官規程に定

める通り、十分印紙を貼り付けた委任状 

3. 機械リスト。搬入港毎に HS コード、技術仕様、荷積国、数量、見積もり価格の

詳細を記載。 

4. 保有する物品輸入にかかる財務大臣決定書の写し 

5. エネルギー鉱物資源省鉱物・石炭総局からの推薦状 

6. 当該年の物品輸入実績報告書 
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物品輸入便宜変更/追加申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 財務大臣決定書番号 変更/追加を申請する財務大臣決定書番号を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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LAMPIRAN XIV PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA 

CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL 

 

投資便宜サービス指針と手順に関する 

BKPM長官規程2015年第16号 

添付資料XIV 

 

6-n. Bentuk  Surat  Permohonan  Perpanjangan  Waktu  Pengimporan  Barang   
dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian  Karya  Pengusahaan  

Pertambangan Batubara (PKP2B) 

事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入期間延長申

請書の形式 

 

番号 :  

添付書類 : 

件名 : 物品輸入期間延長申請 

 

宛先:  

BKPM 長官 

 

 

物品輸入にかかる財務大臣決定書番号.............. 日付..............をすで

に取得していることから、我々、下記の代表者は： 

 
会社名  : ……………………………...................................... 
事業分野  : ……………………………...................................... 
住所 : ……………………………...................................... 

-     電話 : ……………………………...................................... 
-      ファックス         : ……………………………...................................... 

-     電子メール : ……………………………...................................... 

 

 
...................（理由を説明）のため、物品輸入が完了していないことを鑑
み、事業契約或いは石炭鉱業事業契約（PKP2B)*の枠組みにおける物品輸
入期間の延長を申請する。 
 
本申請者は正しく作成し、十分印紙を貼り付けたうえで権利を有する者が
署名し、添付及び後日提出する書類/データを含む責任をいつでも負うも
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のとする。 
 

以上、よろしくお願いする。 

 

.....................,..................................... 

申請者 

6000 ルピアの印

紙  

……………………………

…….  名前、署名、役職、

会社印 

*) いずれか一つを選択 
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事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）の枠組みにおける物品輸入便宜期間延長申

請の際にアップロードする必要がある書類 

 

A. 会社フォルダーにオンラインでアップロードが必要な最新書類: 

1. 事業契約と石炭鉱業事業契約（PKP2B）承認書 

2. 会社設立証書と法務人権大臣からの会社定款の承認書及び（あれば）変更証書

と変更承認書/通知書の写し 

3. 納税者番号（NPWP）と課税業者決定書/PPKP 

4. 通関基本番号（NIK） 

5. 製造輸入業者番号（API-P）の写し 

6. 最新の報告時期の投資活動報告（LKPM）の写し 

 
B. マスターリストメニューからオンラインでアップロードする必要書類: 

1.  会社取締役/代表者が物品輸入が完了していない理由の説明を添えて、十分印

紙を貼り付けた上に署名し、会社印を押した申請書 

2. 申請手続きを会社取締役/代表者が直接行わない場合、現行 BKPM 長官規程に

定める通り、十分印紙を貼り付けた委任状 

3. 保有する物品輸入にかかる財務大臣決定書の写し 

4. エネルギー鉱物資源省鉱物・石炭総局からの推薦状 

5. 当該年の物品輸入実績報告書 
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物品輸入期間延長申請書記入技術指針 

 

No 記入項目 説明

Keterangan 1 財務大臣決定書番号 機械輸入期間の延長を申請する財務大臣決定書番号を記入 

2 会社名  便宜申請を行う会社名を記入 

3 住所 便宜申請を行う会社の住所を記入 

4 電話 便宜申請を行う会社の電話番号を記入 

5 ファックス 便宜申請を行う会社のファックス番号を記入 

6 電子メール 便宜申請を行う会社の電子メールアドレスを記入 

 

 

 
 

 

インドネシア共和国 BKPM 長官 

(署名) 

フランキー・シバラニ 
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