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魅力的な投資先マレーシア

ビジネス機会と政府の政策

2021年10月



明日
MIDA
最初のコンタクト窓口1
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MIDA
マレーシアでのパートナー

33

• 個別ミーティング
• セミナー、説明会
• 産業データの提供
• マレーシア進出済み企業とのミー

ティング
• 生産拠点、サービスプロバイダー

への訪問調整
• 候補地への訪問調整

• 製造ライセンス
• 税制優遇措置
• 駐在員ポスト
• 輸入税免除
• 駐在員事務所・地域事務所
• プリンシパルハブ・
経営統括本部

マレーシア投資開発庁（MIDA）はマレーシア政府の主要な投資促進機
関。マレーシアにおける製造業・特定サービス業への進出を計画している
投資家にとって、最初のコンタクト窓口

プロモーション 審査 実施

・MIDA州事務所による手
厚いサポート

・産業人材に関するサ
ポート
・投資後のサポート

提供サービスープロモーションから実現まで



Riduan Rahman

〒105-6032
東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラ
ストタワー32階

Tel: 03-5777-8808
tokyo@mida.gov.my

MIDA Tokyo
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MIDA Osaka

MIDA JAPAN



2 成長分野
投資機会
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輸入代替

輸出志向型& 労働
集約的

資源産業＆重工
業

技術集約型

サービス& 経済回廊

イノベーション, 経済
変革& 高所得
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1980s

1990s

2000s

2010s

2020デジタルエコノミー, 
Industry 4.0 &              
E-Commerce

1970s

1960s

MIDA - 1960年代以
降のマレーシアの産業
景観の変革

Established in 1967



現在進行中の焦点

製造業 サービス業

質の高い投資に焦点
(Promoted Products/Activities)  

• ハイテクノロジー
• 研究開発・デザイン
• 高付加価値
• 強いリンケージ
• 技術集約型

• 高所得の仕事
• 輸出志向型
• 資本集約型
• GNI に影響
• 知識集約型
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他の成長分野における同様のエコシステム
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新成長分野– 先進的製造業

先進的製造業とオートメーション
• Automation Optical Metrology

• Cognitive Manufacturing

• Collaborative Industrial Robots

• Extreme Ultraviolet Lithography

• Metal 3D Printing

化学品と先端材料
• Advanced Ceramincs

• “Clean” Ingredients

• High-performance

Polymers

• Nanohybrids

• Self-healing Technologies

• Sustainable Packaging

医療機器とイメージング

• Electroceuticals

• Magnetic Resonance 

Elastography

• Molecular Radiotherapy

• Radiomics

• Telerobotic Surgery

マイクロエレクトロニクス

• 5G Chipsets

• AI Accelerators

• GaNtronics

• Multi-core SoCs

• NVMe-oF
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新成長分野– デジタル経済
Malaysia Digital Economy Blueprint (2021-2030)

• クリエイティブ & デジタルコンテンツ
(eSports, Gaming & Animation)

• データ管理 (Services, Data Security & 
Big Data)

• ソリューションプロバイダー、 システムイン
テグレーション
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本社ハブ
Lead Regional /Global Operations 
and Control or Manage Strategic 

Functions from Malaysia

調達ハブ
Strategic Sourcing & Procurement 
of Raw Materials / Components

ディストリビューションハブStore 

& Distribute 
Parts & Components in the Region

財務ハブ
Financial & Risk Management

エンジニアリングハブ
Specialized Technical Services &
Project Oversight Management

研究開発ハブ
Design, Development & 
Innovation

サプライチェーン
ハブ

Integrated Supply Chain   
Management

デジタルテック& 

スマートイノベーティブハブ
Remote Management of Regional / 
Global Operations

センターオブエク
セレンス

Center for Technology, 
Research & Training

ICT サービス
Creative & Interactive Media 
Services / Software Development

グローバル/地域のハブ
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マレーシアのグリーン・アジェンダ

• MP-Malaysia Plan
• RE-Renewable Energy
• SREP-Small Renewable Energy Programme
• NREPAP -National Renewable Energy Policy and Action Plan
• SEDA-Sustainable Energy Authority Development (SEDA) Malaysia
• NEM-Net Metering
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3 投資優遇措置
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資本的支出の60%

または100％控除
5年または10年

資本的支出の
60%控除
連続15年

法人税納付70%免除
または100%免除
5年または10年

輸入関税免除再投資控除投資税額控除パイオニア
ステータス

競争力のある投資優遇措置

(PS) (ITA)
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(RA)

主要な投資優遇措置

原材料/コンポーネントお
よび機械設備の輸入関
税免除を受けることが

できる

20-25年間
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マレーシア経済回復短期計画

製造ライセンス
自動認可2 Days

プロジェクト
加速・調整ユニット

（PACU）

外国製造会社のマレーシア移転を奨励する
税制上優遇措置

 製造業への新規投資の設備投資がRM3～5億（75-125億円）の場合、
10年間、税率0％

 RM5億（125億円）を超える設備投資を伴う製造業への新規投資は15年
間、0％税率

 マレーシアの既存企業がRM3億（75億円）を超える設備投資で海外施設
をマレーシアに移転する場合、 5年間、100％投資税額控除

新規企業

既存企業

追加再投資控除



主要投資促進施策

グローバル貿易
センター(GTC)

サービス業向けの
移転促進優遇措置

医薬品向け
優遇措置

特定サービス業向け
税制上優遇措置の延長

研究開発の商業化税制上優遇措置

特殊ハイテクノロジー・
高付加価値促進パッケージ

基本インフラ・既存工業団地
の更新・維持 中小企業デジタル化助成

金・中小企業オートメー
ション助成金の追加配分

（MDEC）

ハイテクファンド
(バンク・ネガラ)

その他優遇措置

ワンストップセンター（OSC）が
マレーシアに入国する資格のある出

張者による申請を審査・承認

製造ライセンス、優遇措置の
オンラインモジュール

関税免除申請のオンライン
モジュール

ビジネスのしやすさ
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4 投資実績
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マレーシアへの主要投資国
2020年12月時点 製造業分野における実施済み投資実績
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USD Billion

• Electronics & Electrical

• Chemical 

• Non-Metallic Mineral

• Transport Equipment

• Petroleum Products 
(Including 

Petrochemicals)

2,761
プロジェクト

雇用創出
384,475人

284億米ドル
(RM91.4 bil.)  



主要な進出済み日本企業
中小企業

地域拠点

製造業

非製造業
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http://www.imaiaero.co.jp/


Japanese electronic musical instrument maker Roland

Corp. has found Malaysia to be a great fit as a market for

its products, regional headquarters for Southeast Asia and a

global production and distribution base

Established its manufacturing facility in Malaysia2014

Regional establishment hub in Malaysia2019

Japanese confectioner Imuraya Group Co. will commence 

locally produced ice cream bars featuring its signature "azuki" 

red beans in September.

Production will be commissioned to 

a Malaysian firm by local subsidiary 

Imuraya Malaysia Sdn. Bhd.,

日本企業によるマレーシアでの投資

UMW Toyota Motor (UMWT) recently announced its
carbon neutrality direction, for local mass production
of hybrid vehicles.

The initiative is driven by parent company Toyota’s
global commitment towards a ‘Clean, Safe and
Secure Society’.
.
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Mitsubishi Electric to Establish FA Products
Service Center in Malaysia.

The Malaysian FA market largely comprises an
expanding base of local and Japanese
enterprises. These firms span numerous industries,
including electrical, electronic, automotive,
food and beverage, and more, each of which
requires various services for the FA products they
use



最近の日本企業によるマレーシアでの投資
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Denso is investing RM160 million to

expand the production capacity of its

automotive semiconductors in

Malaysia.

Denso venturing into the production of

automotive semiconductors, ASIC

named “exposed package (Ex-PKG) in

Malaysia.

Sankyu Group is set to build its first human resources training

centre outside Japan at the Medini Central Business District

(CBD) in Iskandar Puteri, Johor.

Sankyu will invest RM100 million for the centre and Malaysia

continues to be the strategic choice of multinationals in the

region.

Nippon Electric Glass will be investing RM1

billion in Malaysia for their new state-of-the-art

production facility of glass fibre for the

automotive, construction and energy sector

application, capitalising on AI and other

advanced technologies

Taiyo Yuden (Sarawak) Sdn Bhd, is expanding its
multilayer ceramic capacitors manufacturing facility
in Kuching with RM680 million capital investments. It
will include the usage of high-tech equipment with
state-of-the-art features, support high-energy
conservation and incorporate solar-powered roof, in
line with ESG Goals



その他外国企業によるマレーシアでの投資
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LAM Research, a US global Fortune 500 supplier of

innovative wafer fabrication equipment and services

to the semiconductor industry has chosen Malaysia to

expand close to RM1 billion (USD225 million) for its

advanced technology production facility in Penang.

AT&S, the Austria-headquartered global manufacturing

leader of high-end printed circuit boards (PCB) and

integrated circuit (IC) substrates, has chosen Malaysia

as its first production plant in Southeast Asia.

Proposed investment of RM8.5 billion in Kulim Hi-Tech

Park, Kedah, to produce high-end PCBs and IC

substrates.

The Malaysian government has approved a

RM42.2 billion (USD 10.1bn) investment plan

by China’s Risen Energy Co Ltd to build a

mega factory for the production of

photovoltaic (PV) cells and modules, it was

announced on Thursday.

Malaysia is already home to production

bases owned by some of the world’s largest

PV producers, including JinkoSolar, Longi

Solar, Hanwha Q Cell and First Solar.



5 マレーシアが提供する価値
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Pengerang Integrated 

Petroleum Complex (PIPC)

South China Sea

Samalaju
Palm Oil 

Integrated 

Complex (POIC)

Kulim Hi Tech Park

Tech Park
Malaysia

Developed Industrial Parks

 Over 500 industrial estates or parks

 18 Free Industrial Zones (FIZs)

 Specialised parks (Kulim Hi-Tech Park, Technology Park Malaysia, Rubber City, etc)

 23 Halal Parks in Malaysia

Sipitang Oil & Gas 

Industrial Park (SOGIP)

Bayan Lepas Industrial Park

Batu Kawan Industrial Park

Gebeng Industrial Estate

Penang Science Park

Enstek

Tok Bali Supply Base

Malaysia-China Kuantan Industrial 

Park (MCKIP).

ISKANDAR Puteri
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Industrial/ Tech /ICT 
Park

Chemical/Bio-tech

O&G/Petroleum

Kemaman Heavy Industry ParkLumut

Industrial 

Park

Labuan IBFC

Serendah

Gebeng Integrated Petrochemical Complex (GIPC)

Senai Airport City



戦略的立地

マレーシアが提供する価値

強力で信頼できる地元のサプライ
ヤーと多国籍企業のサプライ
チェーンネットワーク

Supported by Government assistance

マレーシアには、強力な電気電子産業、確立されたロー
カルエンジニアリングサポート産業、有能な労働力という
利点

ハイテクハブとしての
マレーシア

マレーシアは2018年のハイテク製品の輸
出において世界第8位にランクイン8th 

マレーシアの機械設備（M＆E）産業は、
ASEANで最大かつ最強

柔軟な投資政策

知的所有権保護
マレーシアは知的財産権の国際法を順守

所得の本国送還

:資金、利息、配当、利益の本国送還の自由

規制なし

投資保証協定（IGAs）

マレーシアは60ヵ国以上の国とIGAsを締結

出資規制

外国企業は製造、特定サービス業で100%出資が
認められる

駐在員の雇用
キーポスト（外国人に永久的に認められるポスト）
タームポスト（外国人に1-5年の期間で認められるポスト）
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マレーシアからの市場アクセス

AFTA

7つの2国間FTA

7 つの地域間 FTA

これらのＦＴＡのもと、90% 以上の製品の
輸入関税が撤廃

自由貿易協定

• 世界第3位の人口規模：6億2,200万人
（中国、インドに次いで）
• 99％の製品の関税が撤廃
• 外国投資の11％を誘致

東アジア地域包括的経済連携(RCEP)

• 世界のGDPの約3割
• 世界人口の約3割

• これらのFTAのもと、99％以上の製品の関税が撤廃



－日本のバックグラウンドを持つマレーシア人の人材–

東方政策により、 18,000人以上のマレーシア人が日本で知
識、スキル、経験、優れた労働倫理を取得

 在日マレーシア留学生会（MSAJ)
 東方政策元留学生同窓会(ALEPS)

 マレーシア元留日学生協会(JAGAM)

2,897
マレーシア人学生

日本に留学中のマレーシア人学生

(うちほとんどが、技術
系/エンジニアリング

系専攻)

マレーシア人材を確保できる在日マレーシア留学生会主

催のキャリアフェアMSAJ キャリアフェア
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DHLグローバルな貿易コネクティビティ
2020
DHL Global trade connectivity 2020

国際的評価

ASEANでのビジネスのしやす
さ指数
World Bank Doing Business 2020 
Report

世界で投資に適した国
CEOWORLD Magazine 2019 
67ヶ国中1位

ビジネスのしやすさ
指数
World Bank Doing Business 
2020 Report

アジアで最も魅力的な新興市場
emerging market in Asia

Bloomberg 2018

投資家保護
World Bank Doing Business 
2020 Report  

世界で最も魅力的な新
興市場

Bloomberg 2018

ビジネスコスト指数
Malaysia has outperformed countries such 
as China, Japan, Vietnam and India.
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01

地事務所

• 情報提供
• 産業のデータ
• MIDA本部、外国商工会議所、

外国企業とのミーティング
• 製造施設、サービス・プロバイダーへの訪問
• 候補地の訪問

•

•

•

•

•

製造ライセンス
税制上優遇措置
ポスト
輸入関税免除
プリンシパルハブ （経営統括本部、国際調達セ
ンター、流通センター

2審査・許可

3. プロジェクト実現

1.投資前

提供サービス

e-BizMatch: 
無料オンラインビジネスマッチングサービス
世界の企業をつなぐオンラインビジネスマッチン
グサービス

-マレーシア市場への進出方法-

投資

02

03

04

駐在員事務所・地域事務所05

OEM、生産委託

技術提携

M&A



safetravel.mida.gov.my
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OSC Website
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短期滞在
(14 日以内)

• Potential Investors

• Existing Investors 

(Chairman/Board 

members/etc)

• Technical Experts

• Business Customers

MIDA-MY ENTRY SYSTEM

New Category



マレーシア投資開発庁 東京事務所 (MIDA Tokyo)

〒105-6032 東京都港区虎ノ門4-3-1 
城山トラストタワー32階
Tel: 03 – 5777-8808 
Fax: 03 – 5777-8809
www.mida.gov.my
Email: tokyo@mida.gov.my

所長
リドゥアン・ラフマン
(riduan@mida.gov.my)

副所長
シャムシュル・アミル・アズマン
(shamsulamir@mida.gov.my)

投資担当官
井上 千晶
(inoue@mida.gov.my)

32
32

@officialMIDA

www.mida.gov.my

ご清聴ありがとうございまし
た。

http://www.mida.gov.my/

