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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Excellencies….. Honorable Guests, Distinguished Ladies and GentlementMinasama, KonichiwaFirst of all, I would like to express my sincere appreciation and gratitude to the organizer, Nagoya Masse for organizing this very important seminar. Thank to all distinguished participants for attending this seminar, I really appreciate it I hope this seminar can give you valuable information about economic, investment clime and opportunities in Indonesia. 皆様、こんにちは。まず、本日のセミナーを主催されているメッセナゴヤ主催者様に、感謝の言葉を述べたいと思います。そして、貴重なお時間を割いてご参加下さいました皆様にも御礼申し上げます。本日のセミナーを通じて経済や投資環境、そしてインドネシアの可能性について皆様に有益な情報をご提供できることを希望いたしております。
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Appealing

INDONESIA
新投資ガイドライン2016
(大統領令 No.44/2016):

• 外資により開放

• よりシンプルな投資手続き

• 投資家のためのより手厚い保護

• より理解しやすく

WHERE
ON EARTH

経済改革: 
開放と競争力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
This regulation is very important for an Investor, because it’s gate, should be know before doing business in Indonesia. It’s called Negative List for Investment. It has been published on May 2016.Generally this regulation, informs : More open to investment, simpler investment procedure, more protection for investors and easier to understand.2016年大統領令44号についてですが、この法令は投資家の皆様にとって大変重要なものであり、インドネシアで事業を行う上で知っておくべき、いわば入り口のようなものです。一般的に「投資ネガティブリスト」と呼ばれているものになります。これは2016年5月に施行されました。この法令では、「外資により解放」「よりシンプルな投資手続き」「投資家のためのより手厚い保護」「より理解しやすく」をお伝えしております。
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外資により開放
•より多くの事業分野が外国直接投資に対
し100%で開放

•条件付で開放される事業分野が664業種
から515業種に削減

•より多くの事業分野で外資がマジョリティ
出資 (>50% FDI)を可能にする

•国内企業にのみ留保された事業分野が66
業種から51業種に削減

よりシンプルな投資手続き
•他の省庁・団体による技術ライセンスが不
要

•地方自治体に関するその他の条件が要さ
れない

•中小企業に留保された事業分野を除き、
経済特区入居の条件がネガティブリストよ
り削除

Investment Guidelines 2016

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
More open to investment, means: There many projects that Javanese investors become majority,  it means, The Javanese investor will easier to manage the business Simpler investment procedure, means: Easy to get license, just come to BKPM office in Jakarta, and we can provide it by one line system. 「外資により解放」についてですが、日本をはじめとした外国企業が多くの事業でメジャー出資ができるようになり、それにより、より経営がやりやすくなったと言えます。「よりシンプルな投資手続き」については、特に許認可の取得の簡易さです。ジャカルタのBKPMへお越しいただくだけ、また多くの許認可はオンラインシステムによって発行されるようになりました。
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投資家のための手厚い保護
•輸出と投資の強化のために監視、評価、
実行における国家チーム(Timnas PEPI)を
設置

•地方、省庁や団体による正反対の法令の
施行禁止

より理解しやすく
•外国直接投資の最大出資限度は簡易化
され、インドネシア会社法に従う

•事業分野の3つのカテゴリー:
1. 投資不可;
2. 中小企業とパートナーシップに留保;
3. 条件付で開放

Investment Guidelines 2016

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
More Protection for Investor means:Facilitation of the National Team for the Enhancement of Exports and investment We also have Debotecnecking unit in BKPM, so if you have a Problem in your business, BKPM side can facilitate you to overcome the problem.Easier to Understand,Maximum share of FDI, are simplified and in line with the company Law in Indonesia.「投資家のための手厚い保護」については、輸出と投資の促進のための国家チームの結成や、BKPM内には障害解決のためのデボトルネッキングの部門などがあり、ご自身の事業を進めるうえで問題が発生した際には、BKPMも解決のために尽力いたします。「より理解しやすく」こちらは外資の最大保有比率を明確にし、インドネシアの会社法に沿ったものとする、ということです。
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Reducing logistic costs
Investment Guidelines 2016

外資100%
製造業と関連する
ディストリビューター

業

製造業と関連のない
ディストリビューター

業は外資67%

外資67%
運輸インフラ

&補助サービス

荷役、空輸、
レンタル、

リースを含む

[出典: Indonesian Statistics Center, 2016]

外資100%
冷凍冷蔵

倉庫
外資33%から

開放

外資67%
倉庫業

外資33%から
開放

2010 2014

海
運

旅客 (100万) 37 44

貨物 (100万トン) 856 1,040

鉄
道

旅客 (100万) 203 278

貨物 (100万トン) 19 33

空
運

旅客 (100万) 58 85

貨物 (100万トン) 0.6 0.8

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Some fields of business rules before small and is now more open, such as Cold Storage previously 33% to 100% Foreign Investment, then Warehousing previously only 33% now allowed up to 67%, Service services in the field of transport is not there now allowed to 67%. This shows that Indonesia regulations currently more open to foreign investment.いくつかの産業は、以前は外資のシェアが低かったものから、より解放されたものもあり、冷凍冷蔵庫などは外資33％までであったところ、100％に開放、一般倉庫業も33％から67％まで、＿＿。このことにより、以前よりインドネシアの法令が外資に対してより解放していることがうかがえます。
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Stimulating retails
Investment Guidelines 2016

外資67%
販売面積が
400-2,000 m2

以前は外資閉鎖分野

条件:
• 商業省からの許認可;
• ショッピングモールの中
に立地;

• アウトレットストア展開
については輸出実績に
基づく

巨大で成長著しい市場
• 東南アジアにおいて、インドネシアは全人口6
億1800万人のうちの41%を占め、且つ1億9000
万人の中産階級のうちの34%を占める

• インドネシアでは2030年までに1億3500万人が
消費者クラスとなる

• 消費サービスの市場機会に1.3兆ドルが投じら
れる

[出典: McKInsey, 2012. BCG, 2015. ]

デパートメント
ストア

外資100%
販売面積が

2,000 m2 を超える

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Other field, which also began ogled by Japanese investors is in the field of Investment Opportunities Department Store, where it is possible to achieve 100% foreign stranger, to extensive efforts of more than 200 M and 67% for the business area between 400 meters to 2000 meters.また、デパートメントストアへの投資機会が増す中、日本からの投資でも株式保有を始めた先が多いと聞きます。この産業は、2000平米を超える敷地面積であれば外資100％、400平米から2000平米までの敷地面積であれば67％まで外資参入が可能です。
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Developing film industry
Investment Guidelines 2016

巨大で成長著しい市場
• 2030年までに1億3500万人の消費者クラスがエンターテインメント市場に1050億ドル投与す
る

• 興業市場は伸びており、世界第16位の規模を誇る(3億ドル)
絶好の機会
• 人口100,000人につき映画館数は0.4となっており、一方で中国は(1.8)、インドは(0.9)である
• 映画館はそれほど普及しておらず、全体の87%がジャワ島に集約している
前途有望な才能
• 映画制作会社は50社以上、アニメ制作会社は30社存在する
• より多くのインドネシア映画が世界的なプレゼンスを増し、何百万人の視聴者を惹きつける

[出典: McKinsey, 2012. MPAA, 2015.]

外資100%
映像フィルム製造

プロダクション・ポスト
プロダクション・配給・

上映

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Intertainment industry sector is also now open to foreign investment, the current investors have already seen the development of the animation industry,��Based on our data, of the 50 companies, there are 30 companies engaged in animation, so also we offer to Japanese investors. If any Javanese interest in this sector,  we can discuss more detail.エンターテイメント産業についでも、現在は外資に開放されており、アニメ産業の発展がお分かりいただけるかと思います。データによると、50社のうち、30社がアニメと関係しており、日本の皆様にも期待しております。もしご興味がおありであればお問い合わせください。
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Improving skills
Investment Guidelines 2016

外資67%
労働者への

訓練
外資49%からの

開放

巨大で若い人口
• 2億5500万人のインドネシア人口の60%が
労働年齢にある

• 2020年～2030年は従属人口指数が最低値
となる（人口ボーナス）

職業教育の成長
2012年には技術・職業教育学校への登録率が
43％（400万人）であったが、2015年には50%に
まで上昇した

予算増加
• 教育に対する毎年の国家予算は2008年か

ら飛躍的に増えている
• 127億ドル(2008)から334億ドル(2015)
[出典: Oxford Business Group, 2015]

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Experts in the field of development, Indonesia also currently has a variety of Skill Points to increase the workforce,�For example, the Training Center, in this place, the workforce in the learner to have specialized skills in one area, so when the company takes the field, it is easy to recruit, according to the company's needs. And this location,  there are several areas in Javaインドネシアは現在、労働力を高めるために様々のスキルポイントがございます。例えば、トレーニングセンターでは、学習者は特定の場所で専門スキルを習得するので、企業が特定の分野を必要とする際に、企業のニーズに応じて雇用をするといことは難しくありません。そういった施設は、ジャワ島内でいくつか見られます。
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Boosting Tourism

外資67%
•博物館・歴史的遺跡
管理

•旅行会社
•ケータリング
•1・2つ星ホテル
•ビリヤード、ボウリン
グ、ゴルフ

•アートギャラリー・芸
術ホール

•カラオケ
•会議・報奨旅行・セミ
ナー・展示会(MICE)

•自然観光名所

外資100%
•3つ星以上のホテル
•レストラン、バー、カ
フェ

•スポーツセンター
•スイミングプール

Investment Guidelines 2016

*) 予測. [出典: Ministry of Tourism RI, 2016]

2014 2015 2019*

GDPへの貢献 9.3% 10% 15%

外国人旅行者数 (trips) 9.4m 10.4m 20m

国内旅行者数 (trips) 251m 255m 275m

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Similarly, the tourism sector, in the new regulations, Indonesian government provides substantial opportunities especially in the field of Hospitality,�In this slide, informed that for a 3 star hotel, the Foreign Investment possible until 100%, so this is an opportunity for the investor.同じように、観光産業は新たな法令では、インドネシア政府は特にホスピタリティの高い産業に多大なチャンスを提供しております。このスライドでは、3つ星以上のホテルであれば、外資は100％で参入可能であり、これは投資のチャンスなのではないでしょうか。
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トバ湖

タンジュン・カラヤン

プラウ・スリブ

A. タンジュン・レスン経済特区

ボロブドゥール

ブロモ・トゥンガル・スメル

B. マンダリカ経済特区 コモド

ワカトビC. モロタイ経済特区

Investment Opportunities

10 National 
Strategic 

Tourism Areas

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Many Javanese people know, only Bali and Borobudur for Holiday,�We need to convey that Indonesia has many tourist areas are not inferior to Bali.�There are ten tourism locations that the Indonesian government wants to develop�namely : Lake Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Mount Bromo, Mandalika, Thousand Islands, Komodo, Morotai, Wakatobi,�You may see Mr. Google, and if you want to get more information, we are ready to be invited and discuss about that.多くの日本人は休暇であればバリかボロブドゥールくらいしかご存じないのではないでしょうか。私たちは、インドネシアの観光地はバリだけではない、ということをお伝えしなければなりません。ここにはインドネシア政府が開発を急ぐ、10の観光地を挙げております。＿＿＿＿インターネットでご検索いただければ、多くの情報が入手できるかと思います。また、私たちもお問い合わせいただければ、この産業への投資について、情報提供できればと思っております。
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Improving

INDONESIA
投資に対するワンストップサービス

3時間サービスと直接建設許可

許認可取得の簡易化

投資優先の政策改革

保税ロジスティックセンターと資本財
の輸入優遇

34の州と514の地域
地方分権

WHERE
ON EARTH

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Now, It’s very easy invest to Indonesia, for new investor, you may come to my office, to get information and brief you clearly regarding your planning, and if you want to go directly to Jakarta, You just come to BKPM office and go to “One Stop Service” unit and applying for licenses.In this slide, we want to explain related to the breakthrough by the Indonesian government, where investors are now easier and faster to get  license to do business. Government provides some ways namely :One Stop Service, 3 hours service and direct contruction新規の投資家の皆様にとって、インドネシアへの投資は大変簡便となっております。まずは、私ども東京の事務所へお越しいただき、投資計画についてお話しください。あるいは、もし直接ジャカルタへいらっしゃるのであれば、BKPMのオフィスへお立ち寄りいただき、「ワンストップサービス」部門で許認可を取得していただければいいのです。このスライドでは、投資家の皆様は事業許可をより迅速に簡易に取得頂けるよう、インドネシア政府は飛躍していることについて説明しています。政府は特に「ワンストップサービス、3時間サービス、ダイレクトコンストラクション」などのサービスを提供しています。



One-Stop 
Service

(PTSP) 
at BKPM

1箇所
集約

22省庁が
統合

3時間
サービス

直接
建設許可

91%
地方PTSP が
完成。61%の
地方PTSPが
e-ライセンス

に対応

製造、発電
所、石油がス、
観光が同じ
場所で対応

可能

全セクター
167許認可
がBKPMで
取得可能

One-Stop 
Services

Investment Service Reforms

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
A few year ago, If you want to get lisences for investment, you have to go to several ministries and Institutions, and it’s take long time and sometimes spend money for that. But now  since Mr. Jokowi become President, One Stop Service “ is one of his priority program to make Indonesia an attractive Investment destination.  One of the breakthroughs made by President is to facilitate the investment license. there are currently 22 Ministries / Agencies have delegated authority to BKPM. So investors are not difficult to get investment license, Investor just come to the BKPM. All permissions only in the process in one place.�the licensing process can be done through the online system, so that the process becomes faster,数年前まで、投資許認可を取得するのに、投資家の皆様は複数のインドネシア省庁や機関に足を運んでいただく必要がありました。そのために時間を要し、時には費用がかかることもあったかと思います。ジョコウィの愛称で知られるジョコ・ウィドド氏が大統領に就任して以来、「ワンストップサービス」は、インドネシアを魅力的な投資先として押し上げるための大統領自身の優先プログラムのひとつととらえております。大統領による革新のひとつとして、投資許認可の整備があります。現在、22の省庁・機関がBKPMへいくつかの許認可の権利を委譲しており、投資家の皆様はBKPMへお越しいただくだけでいいのです。オンラインシステムを通じて許認可の取得手続きは完了します。このことからも、手続きが迅速化したことがわかるかと思います。
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BKPM

• 空港から直接投資調整
庁へ訪問

• 投資サービス部長と面
談

• 必要書類と情報を申請

投資調整庁、公証人、税
務担当、土地局、その他
関係省庁での書類の手
続きが完了するまでラウ
ンジで待機

事業を始めるにあたって
必要な8の手続き認証と
土地の使用予約書を3時
間以内に取得

3-hour Service
最低総投資額IDR1000億(USD800万)

そして/あるいは現地労働者1,000名の雇用

8取得できる手続き

就労に関する認可
•RPTKA / 雇用計画
•IMTA / 就労許可

事業開始に関する
認可
• 投資許可
• 法人設立証書
• NPWP / 納税番号
• TDP / 会社登録

資本財輸入に関す
る認可
• APIP / 輸入ライセンス
• NIK / 関税登録

土地情報の確約
• 土地の予約書

Investment Service Reforms

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Here is the breakthrough we've done, it seems imposible, but it’s true, where in a period of 3 hours, investors can already get 8 license.�Only requirements:�The minimum investment value of 100 billion rupiah or plan use of the Indonesian workers of 1000 people.�We are very happy because there has been Japanese companies take advantage of this facilities. So ladies and gentlemen if you want to know how to get this facility, please do not hesitate to discuss with us,  IIPC Office in Tokyo is ready to help.これまでではまったく想像もつかなかった改革も行われています。たった3時間で8つの投資許認可が取得できるのです。ただし、「最低総投資総額1000億ルピア（約8億円）超、あるいはインドネシア人の雇用者1000人以上」といった条件があります。私たちは、日本の企業様がこの優遇をより多くご利用いただくことを期待しております。もしこの優遇についてより詳しくご調査されるようであれば、是非、私どもの事務所にお越しください。
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Direct Construction
無条件

• 投資額や雇用人数等の条件は要さない

•いくつかの選定された工業団地で実施

• 建設工事・作業と同時並行で建設ライセンスの
取得が可能

投資家は建設許可を取得する前に、直接プロジェクトの
ための建設を始められる。このサービスは中央・地方両

政府からのサポートによる。

国家あるいは地方自治体レ
ベルでのワンストップサービ
スにより投資許可を取得す
る

• 選定された工業団地内
の土地を調査

• 自身の事業にあった土
地を取得

• 自身のプロジェクトへの建設を開始
その他、余計な許認可などは要請さ
れない

• 建設工事・作業を進めながら、同時
並行で建築物建設許可、環境許可
を申請する

Investment Service Reforms

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Direct ConstructionThe Investors can directly start their project construction before obtaining construction permits, this service is supported by both Central and Regional Government.   The obtain investment license at one stop Service (PTSP) at National or   regional level;Survey a land within selected Industrial parks;Acquire the land for your Industry;Start the construction of your project No other permit are required;Apply for building construction permit and environmental permit, in parallel with construction process.  ダイレクトコンストラクション投資家の皆様は、建設許可を取得する前に、直接プロジェクトのための建設を始めることができます。このサービスは、中央と地方政府両方からのサポートによるものです。投資許可の取得は国家または地方レベルでのワンストップサービスを利用します-選定された工業団地内の土地を調査-事業内容にあった土地を取得-プロジェクトへの建設を開始、余計な許認可などは要求されない-建設工事・作業を進めながら、同時に建築物建設許可、環境許可を申請する
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Pro Investment Policy

予測可能な
賃金制度

地方最低賃金制度の設
定。安定し予測可能な
賃金調整を明確にした

計算式。

Policy Reforms

より安価な
燃料・電気料金
工場・特定の産業に対す
るより安価な小売燃料費、

ガス料金、電気料金

事業活動の簡便
化に対する改善

より明確に、簡便に、迅
速に、そして安価に

税制優遇
スペアパーツ産業を含む
輸送機器産業に対する付

加価値税免除。
労働集約型産業に対する
所得税 (PPh21)優遇。

土地に関する
許認可取得の

迅速化
空間に対する許認可と土
地に関する便宜の簡略化。
土地の登録のスピード
アップ。電子システム。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Indonesian government has done some ways such as :�Regulate labor issues, and then the government also provides accelerated licensing process especially in the field of land. Tax incentives, etc. So the ease of doing business in Indonesia can be performed well, and the investment climate is conducive.Based on data from EODB 2012-2016, Indonesia improves from number 120 become 109. it mean’s, better than previous. For the next year, Indonesia target become number 40.  We realize that not easy to get number 40. But we will try as much as we can. That why,  Ease of doing business in Indonesia, is one of the way to make it come true. Such as : One Stop Service, 3 hours license, on line system, So the license will get, Easier, Faster. インドネシア政府がとってきた方法は次のようなものがあります労働問題の制御、土地の収用などの許認可取得までの期間のスピードアップ、税制優遇など。よって、インドネシアでの事業活動の簡易さは良い結果を残し、投資環境はよりよくなっています。2012年から2016年までのEODBによるデータによると、インドネシアの事業にしやすさは120位から109位に上昇しており、以前より着実によくなっております。次の年には、インドネシアは40位にまで上昇するよう目標を掲げております。40位にまで上り詰めることは容易ではないと理解しております。ですが、できる限りのことは進めたいと思っています。インドネシアでの事業活動の簡素化は様々実現してきました。ワンストップサービス、3時間許認可取得サービス、オンラインシステムなどです。許認可の取得はより簡単に素早く取得できるのです。
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輸出・輸入の簡易化
企業は輸出/輸入製品を保管することができ、関
税や税、その他優遇を享受できる

物流・流通の改善
• 国内・地方市場に対して
• より安い倉庫、積荷、港湾利用コスト
• 消費者により近く、製品を供給できる

11 の拠点
ジャワ、バリ、カリマンタン

Bonded Logistics Centers
Policy Reforms

ジャワ、バリ、カリマ
ンタンは主要な島々
のうちの3島である

WHERE
ON EARTH

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
As you know that Indonesia is currently focused on building infrastructure, one of the priority sectors that want to build is a Marine.�The Indonesian government  is inviting  foreign investors to see the potential in this sector, the government is focusing on at 11 locations on the island of Java, Bali and Kalimantan.�Business development objectives in this sector are: to facilitate the affairs of export and import goods, develop distribution logistics field.ご存知かと思うのですが、インドネシアはインフラ建設に注力しており、その中でも優先順位の高い分野が海洋関連設備です。インドネシア政府は外国の投資家の皆様にこの分野における可能性を確認していただき、特にジャワ島、バリ島、カリマンタン島での11ヵ所に注目していることを知っていただきたいと思っております。この産業分野における事業発展の対象は、流通物流分野を開発し、輸出と輸入における事務を容易にします。
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西パプア州ワショルの新港は2016年4月に完成（写真）

New seaports
to be finished by 2019163

Infrastructure Development

西パプア州
ワショル

WHERE
ON EARTH

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Until  2019, Indonesia will also build 163 New Seaports in Indonesia, start from Sumatra to Papua. You can do the research related to this business opportunities, for companies that are already existing in Indonesia, besides doing the business, if you want to get more information IIPC-Tokyo is ready to help.2019年までに、インドネシアは国内に163の新しい港を建設する予定で、スマトラからパプアまでつながります。このビジネスチャンスについてすでに進出済みの企業様が事業を進めながら調査を行いたいということであれば、私ども日本事務所に情報収集をご依頼ください。



The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18

パプア州メラウケのモパ新空港は2015年に完成（写真）

New airports
to be finished by 201915

Infrastructure Development

パプア州
メラウケ

WHERE
ON EARTH

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
It is one of the New Airport in Merauke, Papua island, which is planned to be completed in 2019. We believe if this service is completed and can run well, it will be many visitors come to see the potential investment in Papua.これはパプア島のメラウケでの新しい空港です。これは2019年に完了いたします。このサービスが完了し、うまくスタートを切ることができれば、多くの投資家がパプアでの投資への可能性を見いだせるのではないかと期待しております。



The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19

New toll-roads
to be finished by 20191,000 km

建設中のスマトラ縦断高速道路（写真）2019年までに119マイルの高速道路がスマトラに開設

Infrastructure Development

WHERE
ON EARTH

スマトラ
2番目に人口の

多い島

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
It also is a construction project of New Toll Roads along 1,000 km, which will be completed in 2019. it is a picture of the President who is reviewing the project directly spaciousness. This is evidence of the seriousness of the government in building infrastructure.あたしい高速道路の開発は1000kmに伸び、2019年に完了予定です。この写真は大統領自らが再調査しているところです。これは、政府のインフラ建設がいかに真剣なものであるかの証拠となります。
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New railways
to be finished by 20193,250 km

建設中のトランス・スラウェシ鉄道路線（写真）
トランス・スラウェシ (145 km – 第1フェーズ)マカッサル・パレパレ間(145 km) は2016年に
完成予定

Infrastructure Development

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
It’s also New Railways construction project along 3,250 km, which will be completed in 2019. it is a picture of the President who is reviewing the project directly spaciousness. This is evidence of the seriousness of the government in building infrastructure.新しい路線の開発計画は3250kmに伸び、2019年に完了します。この計画も大統領直轄で広い範囲で再調査されました。これは、政府のインフラ建設がいかに真剣なものであるかの証拠となります。
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New railways
to be finished by 20193,250 km

ジャカルタMRT(21.5 km – 南北)は2017年に完成予定（写真）2016年1月までの進捗は38%

Infrastructure Development

WHERE
ON EARTH

ジャカルタ
首都

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
It’s also New railways development projects along the 3,250 km, which will be completed in 2019. This project was also reviewed directly by the President of spaciousness. It shows evidence of the seriousness of the government in building infrastructure新しい路線の開発計画は3250kmに伸び、2019年に完了します。この計画も大統領直轄で広い範囲で再調査されました。これは、政府のインフラ建設がいかに真剣なものであるかの証拠となります。
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New dams 
to be finished by 201949

西ジャワで90,000の農地を灌漑できるジャティゲデダムは2016年に完成予定（写真）

Infrastructure Development

WHERE
ON EARTH

西ジャワ
農地の集約され
た地域のひとつ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
It also is 49 New dams construction project that will be completed in 2019. This project was also reviewed directly by the President of spaciousness. It shows evidence of the seriousness of the government in building infrastructure49の新しいダムの建設計画は2019年には完了します。この計画も大統領直轄で広い範囲で再調査されました。これは、政府のインフラ建設がいかに真剣なものであるかの証拠となります。
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インドネシア
投資調整庁(BKPM)

日本事務所
Indonesia Investment 

Promotion Centre, Tokyo

東京都千代田区内幸町2-2-2
富国生命ビル16階
t . 03-3500-3878

f . 03-3500-3879

e . bkpm521@bkpm-jpn.com

www.bkpm.go.id

Thank You
Terima Kasih

インドネシア投資調整庁日本事務所所長
Mr. Saribua Siahaan, juicesiahaan@yahoo.com

日本事務所副所長
Mr.Arismunandar, arismunandar@bkpm.go.id

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ConlusionThe Government Indonesia with Population of 250 million people, we are being upgrade by economic condition, especially in infrastructure and property, to support this, Government has issued regulation related to the Negative List for Investment. In this regulation, The Government provides a great opportunities for investor so they can be in majority.Now, Invest in Indonesia is very easy and faster. You just come to BKPM Office, The licenses will be resolved there. We have One Stop Service. It means, making it easier and faster for investor to realize their investment plans.Investment opportunities in Indonesia nor only in Java island, There so many opportunities in other island, such as in Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Investors can see the these Opportunities and if you want to know more detail information, our Office  IIPC Tokyo is ready to be invited and discussion about that. Please do not hesitate invest in Indonesia, you business will be growing and profitable.   Dommou  Arigatou Gozaimastha.2億5000万人の人口を有するインドネシアの政府は、常に経済情勢のアップデートを試みています。特にインフラや不動産などをサポートするのに投資ネガティブリストに関する法令などを改正しています。この法令の中では、政府は外資がマジョリティでの出資ができるなど、多大な機会を提供しています。現在、インドネシアでの投資は大変容易で迅速です。BKPMのオフィスにお越しいただくだけで、許認可関係は解決いたします。私たちはワンストップサービスの制度を用意しています。これは、投資計画の実現を容易且つ迅速なものとします。インドネシアへの投資の可能性は、ジャワ島内だけではありません。スマトラ島やカリマンタン島、スラウェシ島、パプア島など、ほかの島々にも多くの可能性があります。投資家の皆様には、こういった投資の可能性を確認していただき、あるいはより詳細な情報が必要であれば、私たち日本事務所は喜んでご相談に応じます。迷わず投資していただければ、皆様の事業は実り多いものとなるかと思います。本日はご清聴いただき、誠にありがとうございました。

mailto:juicesiahaan@yahoo.com
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