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はじめに
ASEAN各国の経済発展が進む中、所得の向上、ライフスタイルの変化とともに、糖尿病など生活
習慣病が拡大し、健康に対する意識も高まっている。また、高齢化の度合は国ごとに差があるが、
平均寿命が上昇し、高齢化への対応は国にとっても、個人にとっても重要な課題となってきた。イ
ンドネシアは ASEANでも比較的若い国であり、高齢化もゆっくり進むが、人口約 2億 6,000 万人、
ジャカルタ首都圏だけでも約 3,200 万人という市場規模から、この分野でも注目度が高い国である。

「ヘルシー・ライフスタイル」は、こうした健康や高齢化に係るインドネシアの市場に対して関心
を持つ日本企業の皆様へ、ヘルスケア分野でのビジネス展開に必要な情報エッセンスをわかりやす
く提供することを目的に作成した。健康や高齢化に係る事情から社会保障政策・制度、医療や介護、
スポーツ、美容、食などの幅広い健康市場のトレンド、さらにアンケート調査や座談会を通じて浮
き彫りとなった健康や退職後に対する消費者の意識、健康管理・増進に向けたアクティビティなど
多くのトピックを盛り込んでいる。

本著がヘルスケア産業で活躍される皆様にとり、今後のインドネシアでのビジネス展開、販路開
拓の一助となれば幸甚である。さらに、健康長寿実現に資する日本発の製品・サービスが今後イン
ドネシアをはじめ、広くアジアが直面する健康課題の解決に実際に役立てられていくことを祈念し
ている。

2018 年 3月

日本貿易振興機構（ジェトロ）
ジャカルタ事務所
シンガポール事務所
サービス産業部

【免責事項】本リポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、

できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本調査リポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利

益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

ジャカルタの概況 04

01 ヘルスケア基礎データ

健康長寿分野の基礎データ 08

02 ヘルスケア関連政策・制度

主な社会保障制度・介護政策 12

民間保険の普及状況 14

関連施設 15

03 各ヘルスケア分野の特徴と傾向

医療 18

介護 20

予防・健康管理 22

スポーツ 24

レクリエーション 26

美容 29

04 健康や老後に対する意識・活動実態

健康管理・増進の意識調査 32

退職後に対する意識調査 34

座談会　20 ～ 30 代 36

座談会　40 ～ 50 代 38

座談会　60 代以上 40

HEALTHY 
LIFESTYLE

-Jakarta Edition- 

Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved02



はじめに
ASEAN各国の経済発展が進む中、所得の向上、ライフスタイルの変化とともに、糖尿病など生活
習慣病が拡大し、健康に対する意識も高まっている。また、高齢化の度合は国ごとに差があるが、
平均寿命が上昇し、高齢化への対応は国にとっても、個人にとっても重要な課題となってきた。イ
ンドネシアは ASEANでも比較的若い国であり、高齢化もゆっくり進むが、人口約 2億 6,000 万人、
ジャカルタ首都圏だけでも約 3,200 万人という市場規模から、この分野でも注目度が高い国である。

「ヘルシー・ライフスタイル」は、こうした健康や高齢化に係るインドネシアの市場に対して関心
を持つ日本企業の皆様へ、ヘルスケア分野でのビジネス展開に必要な情報エッセンスをわかりやす
く提供することを目的に作成した。健康や高齢化に係る事情から社会保障政策・制度、医療や介護、
スポーツ、美容、食などの幅広い健康市場のトレンド、さらにアンケート調査や座談会を通じて浮
き彫りとなった健康や退職後に対する消費者の意識、健康管理・増進に向けたアクティビティなど
多くのトピックを盛り込んでいる。

本著がヘルスケア産業で活躍される皆様にとり、今後のインドネシアでのビジネス展開、販路開
拓の一助となれば幸甚である。さらに、健康長寿実現に資する日本発の製品・サービスが今後イン
ドネシアをはじめ、広くアジアが直面する健康課題の解決に実際に役立てられていくことを祈念し
ている。

2018 年 3月

日本貿易振興機構（ジェトロ）
ジャカルタ事務所
シンガポール事務所
サービス産業部

【免責事項】本リポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、

できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本調査リポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利

益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

ジャカルタの概況 04

01 ヘルスケア基礎データ

健康長寿分野の基礎データ 08

02 ヘルスケア関連政策・制度

主な社会保障制度・介護政策 12

民間保険の普及状況 14

関連施設 15

03 各ヘルスケア分野の特徴と傾向

医療 18

介護 20

予防・健康管理 22

スポーツ 24

レクリエーション 26

美容 29

04 健康や老後に対する意識・活動実態

健康管理・増進の意識調査 32

退職後に対する意識調査 34

座談会　20 ～ 30 代 36

座談会　40 ～ 50 代 38

座談会　60 代以上 40

HEALTHY 
LIFESTYLE

-Jakarta Edition- 

Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved 03



健康意識の高まりを背景に市場が拡大
都市部の中間層を中心とした健康意識の急速な高まりは、
ここ 10年で顕著になってきた。健康維持に目覚め始めた若
者は、運動をし始め、食事にも気を使いだした。それに伴
い消費者のニーズに応えるさまざまな健康関連の商品・サー
ビスが増えている。人口増加と社会の成熟化を迎え、今後
も健康関連ビジネスの市場の拡大が見込まれ、市場として
の魅力が高まっている。

国連の統計では、2016 年のインドネシアの人口の中央値
は 28歳、30 歳以下の人口が 43%と若年層が多いことが特
徴。国民 1人当たり国内総生産（GDP）は 2016 年で 3,570
ドル（世界銀行）と、東南アジア諸国の中では中間に位置
するが、5％台の安定した経済成長が国民の購買力を押し上
げている。インドネシア、ジャカルタのヘルスケア市場を
みる前に、同国・首都圏の概況を把握しておきたい。

世界第 4位の人口、世界最大の島嶼国家
インドネシアの人口は世界第 4位の約 2億 6,000 万人で、東南アジア最大。年率 1.2%
の人口増加率が 2020 年ごろまで続くと見込まれている。
インドネシアは東西 5,200 キロにわたる東南アジア最大の国であり、米国本土の東西
の距離を超える広さを有する。面積は日本の約 5倍の 189 万平方キロ（世界第 15 位）
であり、ジャワ島、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島、パプア島の 5島を中心に、
大小１万 4,000 あまりの島々からなる世界最大の島嶼国家である。平均最高気温は 31～
33度、最低気温は 25度程度で、昼夜、年間でも気温差はほとんどない。

国概要

ジャカルタ首都圏概要

ジャカルタ首都圏の人口は約 3,200 万人
ジャカルタ特別州（DKI Jakarta）の面積は 664.5 平方キ
ロ、人口は 1,017 万 8 千人（2015 年）を擁し、人口密度
は 1万 5千人と東京都の 2.4 倍。行政区は東西南北と中央
の 5つの区で構成される。首都経済圏には、ジャカルタ特
別州および周辺の隣接した地域（ボゴール、デポック、タ
ンゲラン、ブカシ）が含まれ、各地域の頭文字を取って「ジャ
ボデタベック（ジャカルタ首都圏）」と呼ばれている。この
ジャカルタ首都圏は面積 7,600 平方キロあまりの広さがあ
り、人口は 3,200 万人近くとされる。毎年、世界の都市人
口ランキングを発表している Demographia の 2016 年順位
は、ジャカルタ首都圏は日本の東京・横浜エリアに次ぐ世
界第 2位の人口規模とされている。

ジャカルタは都市の開発が進むにつれ、市街地が北部から
南部へと南下しており、首都圏域が拡大している。最近で
はジャカルタ特別州の人口増加率は 2015 ～ 16 年ベースで
0.98% と全国平均を下回っている。郊外に居住地を構えな
がら、ジャカルタ特別州内へ自家用車、バイク、電車やバ
スで通勤する人が多い。市の中心部では高層オフィスビル
が急増しているほか、主要道路沿いには華人系資本等によ
る中級から高級ショッピングモールも相次いで建設されて
いる。

ジャボデタベック基本データ

ジャボデタベック人口 ・ 面積 （2015 年）

 
面積
（km2）

人口（人）
人口密度　
（人/km2)

DKI Jakarta 664.5 10,177,924 15,317 

Kota Bogor, Jawa Barat 118.5 1,047,900 8,843 

Kota Depok, Jawa Barat 200.3 2,106,100 10,515 

Kota Bekasi, Jawa Barat 210.5 2,714,800 12,897 

Kota Tangerang, Banten 164.5 2,047,105 12,444 

Kota Tangerang Selatan, Banten 210.2 1,543,209 7,342 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat 3440.74 5,459,700 1,587 

Kabupaten Tangerang, Banten 1110.6 3,370,594 3,035 

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 1484.75 3,246,000 2,186 

合計 7,605 31,713,332 4,170 

出所 ： BPS DKI Jakarta/2015、 BPS Provinsi Jawa Barat/2015、 BPS Provinsi Banten/2015

ジャカルタの
概   況
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イスラム教徒中心の市場への参入、ハラル対応も
ジャカルタの人口の 8割以上がイスラム教徒である。インド
ネシアで食品・医薬品等に関わるビジネスを行うに当たり、ハ
ラル認証の取得は義務ではないが、イスラム教徒を対象にビジ
ネスをするのであれば必要になってくる場合も多い。

日系企業はジャカルタ
を中心に1,800 以上
インドネシアに進出し
ている日系企業の総数は
2016 年 10 月現在で1,810
社（外務省調べ）。地域別に
みると人口が集中し、かつ
購買力もあるジャカルタ首都圏周辺が1,550 社と圧倒的多
数を占める。インドネシア第2の都市スラバヤ（東ジャワ州）
が161社、スマトラ島の最大都市メダンが 40社、バリが
45社など、地方に展開する企業は水産物などの原料立地型
が多い。
1997年のアジア通貨危機後に日本の製造業は中国へ流れ
たが、2008年ごろからの安定した社会・経済発展を背景に、
再びインドネシアに注目度が高まり始め、進出企業が増加
している。
最近目立つのは清涼飲料水や製菓などの消費材関連企
業である。高齢化が加速する中で日本国内での内需の拡大
に期待が持てない各企業が、若者層を狙ってインドネシア
市場に合わせた新商品を開発している。ローカル系のコン
ビニエンスストアが全国的に普及したことで、販売計画立
案や販売量予測が容易になってきたことも日本企業の進出
に拍車をかけている。日本食ブームも手伝って、日系大手
飲食チェーン店をはじめとしたレストランが中所得層向け
モール内に次々と出展している。

日本との関係

宗教上の事項

ジャカルタの所得水準は全国平均の 4倍以上
ジャカルタ特別州の 1 人当たり GDP は 1 万 4,127 ドル

（2015 年）で、他の州に比べ突出して高く、全国平均の 4倍
以上に及ぶ。ジャカルタ特別州の最低賃金は 252 ドル（310
万ルピア）であり毎年上昇を続けている。

所得層 （高所得層 ~ 低所得層）

州別の人口と一人当たりGDP

ジャカルタの宗教分布

（注） 2015 年、単位は米ドル （ルピアを期末中値でドル換算）、カッコ内は人口 （千人）、

（出所） インドネシア統計局

出所 ： ジャカルタ市統計　2014 年

人口総数
9,972,277
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経済は 5％台で安定成長
インドネシアの GDP は 9,322 億ドルで東南アジア諸国連
合（ASEAN）全体の 36％を占める。20 カ国財務相・中央
銀行総裁会議（G20）に加盟する ASEAN 唯一の国として存
在感を発揮している。1997 年の通貨危機によるショックか
ら立ち直った 2000 年以降、経済成長は年率 4～ 6％台を維
持、17年も 5％台と安定成長している。
情報技術分野などが牽引する第 3次産業が GDP の 45％
を占めている。1人当たり GDPは 3,570 ドルであり、2016
年の通年の消費者物価上昇率は 3.5% だった。

経済成長率

ジャカルタの
概   況

中間層以上の世帯割合、6割以上
年間可処分所得が 5,000 ドル以上の中間層と富裕層の世
帯割合は、2015 年時点で 60.5% に達している（図参照）。
また、年間可処分所得が「1万ドル以上～ 2万 5,000 ドル
未満」「2万 5,000 ドル以上」の上位中間層以上の世帯だけ
でも 24.5％を占める。この世帯数はタイの同所得層世帯数
の 2.5 倍に達する。
中間層の増加は消費の拡大をもたらす。経済的な生活の
豊かさの広がりに伴い、生活習慣病等の病気の増加、医療・
健康分野での需要が高まることが期待され、健康医療産業
に携わる企業には大きなビジネスの可能性が広がっている
といえる。

所得水準 （可処分所得）

ASEAN諸国の名目GDP額 （2016年）

インドネシアの実質経済成長率（％）

国
名目GDP

（億ドル）
ASEAN

域内比率 (％)
1人当たり
GDP (USD)

インドネシア 9,322 36.49 3570.3

タイ 4,068 15.93 5907.9

フィリピン 3,049 11.94 2951.1

シンガポール 2,969 11.62 52960.7

マレーシア 2,963 11.60 9502.6

ベトナム 2,026 7.93 2185.7

ミャンマー 674 2.64 1275

カンボジア 200 0.78 1269.9

ラオス 159 0.62 2353.2

ブルネイ 114 0.45 26938.5

ASEAN 合計 25,544 100.00

日本 49,393 

出所 ： 世界銀行 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

出所 ： 世界銀行

・ 為替レート （１米ドルにつきルピア基末仲値）

2014 年 ： 12,440、 2015 年 ： 13,795、 2016 年 ： 13,436

インドネシアの世帯別可処分所得の割合

出所 ： ジェトロ 「拡大する ASEAN 市場へのサービス業進出」 （ユーロモニター等）

6,655 万
世帯
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基礎データ
ヘルスケア

死因 ・ 生活習慣病 ・ 肥満率 ・
喫煙率

所得上昇で生活習慣病は悪化の
傾向
インドネシアを含む東南アジアでは、
所得が上昇すると砂糖や油を多く摂取す
る傾向にあり、高血圧や高コレステロー
ル、糖尿病予備軍の人口を押し上げてい
る。過体重を示す BMI 値が 25 以上の
人の割合は全人口の約 24.5％で、実に
4人に 1人が体重過多となっているのが
現状である。
高コレステロール人口の割合はアジ

ア・オセアニア地域で最も高い 57.1％
である。都市部ではファストフード、外
食チェーン店が増え、油や砂糖が添加さ
れた味を好む消費者が日常的に外食をす
る機会が増えている。
野菜・果物の平均摂取量は一人あたり
40.7 キログラムで東アジア・東南アジ
アの多くの国を下回る。野菜よりも甘く、
ジュースや路上果物売りが豊富なインド
ネシアでは、「果物を摂ればビタミンを
摂取したことになる」との考えにより、
野菜を全く食べない人も多い。
イスラム教徒が 8割を超えるインド
ネシアでは、禁忌（ハラム）とされるア
ルコール飲酒の習慣を持つ人はごくわず
かであるため、健康への影響も他国と比

べ低くなっている。他方で増加する若年
層の飲酒を受け、若年層の健康を守ると
いう目的のもと商業省が酒類販売の規制
を強化する法令を 2014 年に発令した。
喫煙に対する年齢制限は法令で規制さ
れておらず、購入が容易なため、未成年
の喫煙やニコチン中毒の問題は長きにわ
たって社会問題となっている。インドネ
シアは東アジア諸国と比べ国民の可処分
所得は低いものの、15 歳以上の人口の
3分の 1が喫煙者とされており、肥満の
広がりと合わせて今後の生活習慣病人口
の増加が懸念されている。

栄養失調人口は域内でも低レベル

人口全体に占める栄養失調人口の割合
は、ASEAN の平均は 10.7％である。そ
の中で 5％以下と先進国並みの水準を達
成しているのがシンガポール、マレーシ
アであり、インドネシアも 7.6% とそれ
に近づく勢いである。食料供給事情が他
地域と比較し深刻ではないことが一つの
理由である。
他方で 5歳以下の子どもの低体重人
口は 19.9% と、高い水準となっており、
子供の栄養状態の改善が課題となってい
る。5歳未満児の死亡率は2.62％（2015
年）と基本的には年々改善傾向にあるも
のの、未だ医療設備の質は地域によって
差が大きい。
その他、インドネシアで深刻な感染症
は、HIV、結核、ハンセン病、デング熱
である。なかでも結核は、人口 10万人
当たりの結核患者が 395 人と、他の感
染症と比べて圧倒的に多くなっている。

健 康 長 寿 分 野 の 基 礎 デ ー タ

  日本 中国 インドネシア

全人口 （2016） 億人 1.27 13.79 2.61

全人口に占める栄養失調人口割合 ％ NA 9.3 7.6

5 歳以下の低体重人口割合 ％ NA 3.4 19.9

全体に占める体重過多人口の割合 （BMI ＞ 25） ％ 23.2 34.4 24.5

肥満人口の割合 （BMI ＞３０） ％ NA 2.9 2.4

高血圧人口の割合 男性 ％ 29.9 22.5 22.5

 女性 ％ 23.7 18.6 21.4

高コレステロール人口の割合 ％ 57.1 33.4 57.1

塩分摂取量 g 12.4 12.29 8.55

野菜 ・ 果物の平均摂取量 kg 100 326.0 40.7

注 ： 2012 ～ 2015 年データ。 各データの詳細は出所参照。

出所 ： ジェトロ 「主要国 ・ 地域の健康長寿関連市場の動向調査 （2016）」

国民の健康状態

指標 2005 2015

5 歳未満児の死亡率 対 1000 出生 46 26.2 ※ 1

HIV/AIDS 患者数 2682 77112 ※ 2

マラリア 対 1000 人 4.1 0.85

結核 対 10 万人 NA 395

ハンセン病 対 10 万人 NA 6.73

デング熱 対 10 万人 NA 50.75

注：※ 1、 2 の 2005 年データは、 それぞれ 2003 年、 2004 年データ。 各データの詳細は出所参照。

出所 ： 厚生労働省 「2016 年海外情勢報告―東南アジア地域に見る厚生労働施策の概要と最近

の動向 （インドネシア）」

公衆衛生の状況
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年齢階層 人口 割合

0-14 69,608,278 26.91

15-19 22,169,842 8.57

20-24 21,591,430 8.35

25-29 20,929,996 8.09

30-34 20,499,510 7.92

35-39 19,958,751 7.71

40-44 18,655,004 7.21

45-49 16,718,806 6.46

50-54 14,249,119 5.51

55-59 11,530,459 4.46

60+ 22,793,805 8.81

全人口数 258,705,000 100

出所 ： BPS 2016、 p132-133

インドネシアの人口動態

年齢階層 人数 割合

男性 女性 男女 男性 女性 全体

0-4 476,133 458,289 934,422 9.23 8.88 18.11

5-9 450,815 429,181 879,996 8.74 8.32 17.06

10-14 379,797 359,720 739,517 7.36 6.97 14.33

15-19 345,765 353,764 699,529 6.70 6.86 13.56

20-24 401,282 449,390 850,672 7.78 8.71 16.49

25-29 510,157 518,705 1,028,862 9.89 10.05 19.94

30-34 532,988 510,539 1,043,527 10.33 9.89 20.22

35-39 481,458 458,907 940,365 9.33 8.89 18.23

40-44 410,182 391,053 801,235 7.95 7.58 15.53

45-49 343,620 332,170 675,790 6.66 6.44 13.10

50-54 276,604 276,409 553,013 5.36 5.36 10.72

55-59 212,119 217,273 429,392 4.11 4.21 8.32

60-64 150,268 151,738 302,006 2.91 2.94 5.85

65+ 188,495 210,807 399,302 3.65 4.09 7.74

合計 5,159,683 5,117,945 10,277,628 

29 歳以下の人口 5,132,998 比率 49.94

世帯数 268 万

1 世帯当たり平均居住者数 3.83 人

出所 ： BPS Provinsi Jakarta 2016

ジャカルタ市の人口構成比

主要国との平均寿命推移の比較

出所 ： 世界銀行

平均寿命

2060 年でも高齢化率は約 15％
と当面は「若い」国

WHO の報告書によると、2015 年の
インドネシアの平均寿命は 69.1 歳であ
る。インドネシアは人口規模が大きく、
若年層に厚みがある典型的な富士山型で
あり、今後しばらく生産人口の割合が高
い状態が続くと予想される。そのため高
齢化率（人口に占める 65歳以上の割合）
は 5.2％とアジア諸国の中で最も低い国
の一つとなっており、日本をはじめとす
る先進国、その他一部の新興国にみられ
るような高齢化の波はまだ押し寄せてい
ない。国連の推計では、2060 年に日本
は高齢化率 40% にのぼるのに対し、イ
ンドネシアは 15%程度とみられている。
中長期を見据えた高齢者向けのサービ
ス・商品の開発が期待されている分野で
ある。
世界銀行のデータをもとに 1990 年か
らの平均寿命の推移を、日本、米国、英
国、中国、タイ、ベトナムと比較したも
のが右表である。
インドネシアの平均寿命は、先進国は
もとより、中国、ベトナム、タイより
も短くなっている。なお、2016 年のイ
ンドネシアにおける 1人当たり GDP は
3,570 ドル（世界銀行）であるが、平均
寿命は 1人当たり GDP が 2,185 ドルの
ベトナムを大きく下回っている。
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関連政策
ヘルスケア

・ 制度

国民健康保険（BPJS）の
導入状況

1 億 8,000 人が加入する
国民健康保険（BPJS）

国民健康保険（注1）はインドネシアでは
2014 年 12 月から国民健康保険運営機
構（注2）の下、全国民を対象とする強制加
入の形で運営されている。国民健康保険
の正式な略称は JKN-KIS となるが、多
くのインドネシア人の間では、運営機構
の略称である BPJS（べーぺージェイエ
ス）と呼ばれることが多い。
インドネシア政府は、公務員や民間企
業ホワイトカラー労働者の他、労働人
口の 50% を占めるインフォーマルセク
ターの労働者（日雇い労働者、屋台経営
者などの自営業者）も含めて単一保険者
の下にカバーすることを目指している。

2017 年 8月時点での国民健康保険の
全加入者は１億 8,074 万人である。そ
のうち、最大多数を占めるのが公的扶助
受給者の１億 959 万人。地方政府や州
政府によって保険料を肩代わりされる貧
困者層（注3）であり、全加入者の 61%を占
める。この層は、2014 年末の国民健康
保険発足までは、地方政府による地域医
療保障（注4）または、中央政府による社会
医療保障（注5）というスキームの下で、医
療補助を受けていた。
次いで15%を占めるのが、国営企業（注6）、

州営企業（注7）、私企業（注8）の被雇用者で、
2,640 万人である。
続いて 13% を占めるのが自営業者で
あり、ここには、農家、小売業者などの
自営業者、屋台経営者などのインフォー
マルワーカー、または投資家などの富裕
層も含まれる。実際には、正規雇用の下
で働く従業員でありながら自ら保険料を
納めている加入者も少数ながら存在す
る。
次いで、公務員・軍人・警察官は 9%
に相当する 1,649 万人を占める。現在
の国民健康保険運営機構は、2014 年以
前から公務員向け健康保険を運営してい
た健康保険公社（注9）を改組して成立した
組織であり、2014 年以前から健康保険
公社に加入していた公務員は引き続き国
民健康保険に加入している。

（注 1） Jaminan Kesehatan Nasional : JKN

（注 2） Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ‒ 
 Kesehatan: BPJS-Kesehatan

（注 3） Penerima Banduan Iuran: PBI

（注 4） Jaminan Kesehatan Daerah: JAMKESDA

（注 5） Jaminan Kesehatan Masyarakat: JAMKESMAS

（注 6） BUMN （Badan Usaha Milik Negara）

（注 7） BUMD （Badan Usaha Milik Daerah）

（注 8） BUMS （Badan Usaha Milik Sewasta）

（注 9） PT Askes

医療保険の国際支出比較

対 GDP比の医療費支出は
依然低水準
インドネシアの 2015 年の医療費支
出総額は約 270 億ドルで、対 GDP 比
2.8％に相当する。支出額では ASEAN
の中では最大であるが、対 GDP 比で
はラオス、ミャンマーに次ぐ低水準で
ある。アジア・オセアニア地域で医療
費の支出が多いニュージーランドは対
GDP 比 11.0％（182.7 億ドル）、日本
は同 10.2％（4,739 億ドル）であり、
医療福祉制度が整備されている先進国
との差は歴然としている。
他方、１人あたりの年間医療費は 273
ドルで、１人あたり GDP 額が同規模の
フィリピン（同 271 ドル）やベトナム（同
292 ドル）と同水準である。

国民健康保険の保険料と
給付内容

保険料は低額だが、給付面は充実
公務員、民間企業従業員などの正規雇
用従業員の保険料は一律給与の 5%（う
ち 4％を雇用者が負担）であるのに対し、
自営業者などのインフォーマルセクター
労働者、経営者などの富裕層の保険料は
給付内容（病室のグレード）に応じ、3
万ルピア～ 8万ルピア（1カ月あたり）
のプランから各人が選択する仕組みと
なっている。
公的扶助受給者である貧困層について
は、保険料の月額は 2万 3,000 ルピア
とされ、保険料の全額が中央政府または
地方政府によって負担される。
以上のとおり、保険料は低額である
が、医療機関受診時の自己負担は 0%で
あり、歯科や帝王切開による出産も保険
適応となるなど、給付面は充実している。

主 な 社 会 保 障 制 度 ・ 介 護 政 策

医療支出関連データ

医療費

(10 億ドル）

GDP に占

める医療

費の割合

（％）

1 人当

たり医

療費

（PPP)

日本 $473.95 10.2 $3,632

中国 $637.55 5.5 $578

インド $87.30 4.7 $196

インドネシア $27.05 2.8 $273

タイ $17.18 6.5 $630

マレーシア $13.52 4.2 $894

シンガポール $13.79 4.9 $662

フィリピン $13.17 4.7 $271

ベトナム $11.93 7.1 $292

ミャンマー $1.16 2.3 $35

カンボジア $1.33 5.7 $209

ラオス $0.25 1.9 $86

注：2012 ～ 2015 年データ。 各データの詳細は出所参照。

出所 ： ジェトロ 「主要国 ・ 地域の健康長寿関連市場の動

向調査 （2016）」

社会保険利用者の声

国民健康保険の加入者数・属性

JKN 加入者数属性
加入者数
（万人）

加入者
割合

中央／地方政府に
よる保険料負担

10,959 61%

私／公営企業従業員 2,640 15%

自営業者 2,322 13%

文民公務員／軍人
および警察官

1,649 9%

無業者 504 3%

合計 18,074 100%

出所 ： 国民健康保険運営機構 （BPJS-Kesehatan）
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保険診療の実際
(1) 患者の医療機関における診察手順
①最寄りの１次診療施設で保険証を提示
して診察を受け、より高次の治療が必要
と医師が判断すれば、病院への紹介状が
渡される。
②その後、病院内に設置された国民健保
事務所の窓口で保険証と保険証番号が記
載された紹介状を提示し、保険診療の受

付を行う。
③次に、病院の受付窓口に向かい、
診察の予約を行う。国民健保の受
付窓口と、病院の受付窓口が分離
しているため、2カ所で手続きを
行う必要がある。
④医師の診察後、引き続き診療が
必要な場合には、治療が完了して

おらず、今後も保険を利用するこ
とが適切であるという証明書を医師から
発行してもらう。
⑤患者は再び、国民健保窓口と病院の窓
口の双方に赴き、次回の診療の予約を行う。

(2)医療機関から国民健康保険運営機構
への診療報酬請求
①病院内に設置された国民健保事務所
は、患者の保険証番号、医師が発行する
利用資格証明書の確認を行う。

②医師の診察後、国民健保事務所は、医
師の診断書に基づいて、専門のソフトウ
エア（INA-CBG）上で、患者を診断群に
分類する。その際、合併症の有無、患者
の年齡、性別の変数によって、診療報酬
が付加されることがある。

③国民健保運営機構から診療報酬の支払
いが行われる。

※保険診療の流れについては、ジャカル
タ特別州内の州立総合病院であるファ
ティマワティ病院、および、産婦人科と
循環器科の専門国立病院であるハラパ
ン・キタ病院の 2カ所におけるヒアリ
ング結果に基づく。

JKN加入者属性ごとの保険料

加入者種別 保険料 （月額）

賃金労働者

公務員
給与の 5% （雇用者

3%、 被用者 2%）

民間企業従

業員

給与の 5% （雇用者

4%、 被用者 1%）

非賃金労働者

（自営業 ・ 農民など）
入院時の病室の等

級ごとに、 30,000 ～

80,000 ルピア／月

非労働者

経営者、 投資

家、 高齢者

年金受給者
年金の 5% （保険者

3%、 被保険者 2%）

退役軍人
退役前の給与平均

の 5％を政府が負担

PBI: 生活保護受給者
23,000 ルピア （政

府負担 100%）
INA-CBG 操作画面

ファティマワティ病院内に設置された国民健康保険事務所

職業や属性の異なる 3 人の国民健康保険加入者の声をご紹介社会保険利用者の声

Aさん

(29歳女性)

現在は無職 （元会社員） の 29 歳女性。
南スマトラ州パダン市在住。

「母が国民健保に加入した際に家族として加入。 保

険料は母がまとめて納めている。 脊髄腫瘍のため 2 年

前会社を退職したが、 国民健保のおかげで高額な治療

を自己負担なしで受けられ、 とても幸運だ」

Q. 実際の医療サービスについてどのように思うか？ 

「公立病院でも保険診療の患者は次回の予約が

取りにくかったり、 1 カ月分処方されるはずの薬

が、 １週間分しか渡されなかったりと問題

もある。 とはいえ、 国民健保に加入

していて良かった」

Bさん

(30代女性)

オンラインバイク配車サービスのドライバー
30 代女性 （シングル ・ マザー）。
ジョクジャカルタ特別州在住。

「この仕事は、 頑張り次第では高卒でもある程度の稼

ぎが期待できる。 しかし、 もしも自分がけがをした場合

は働くことができず、 家族を養えなくなってしまう」

Q. 同企業の福利厚生についてどう思うか？ 

「ドライバーは従業員ではなく、 個人事業主として会社

と契約する。 2017 年 10 月、 契約元から近々自営

業者として保険に加入するための補助金が出る

という話があり、 友人と一緒に国民健保と労

災保険が適用される労働保険運営機

構に加入しようと考えている」

Cさん

(51歳男性)

製薬工場勤務。 ブカシ市在住。

「2017年6月に白内障と診断され、

会社の民間保険を利用して手術を受

けた。 自分のように国民健保とは別に

会社が民間医療保険を提供している

場合、 手続きが必要で待ち時間

が長い国民健保を利用する人

は少ないのではないだ

ろうか」
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民 間 保 険 の 普 及 状 況

民間医療保険の普及状況

国民保険が後押しする
民間医療保険
国民健康保険が導入される以前は、
公営・大手民間企業従業員向けに健康
維持保障制度（JPKM）が導入されてい
た。JPKMでは、申請を受けた団体が政
府（保健省）の定める基準を満たす場
合に、政府が医療保険の保険者として
の免許を与える。JPKM事業において被
保険者は保険者が契約した医療機関で
受診し、治療費は認可を受けた保険者
から医療機関へと支払われる（注 1）。
① JPKM 加入者が国民健康保険へと
移行したこと、②国民健康保険導入に
伴って雇用者である企業の負担が増え
たことにより、民間医療保険の販売が
困難になるのではないかと予想された。
そこで、ジャカルタ近郊のタンゲラン
で保険エージェントを務めるチスリ・
カスミ（Chisuli Kasumi）さんにヒアリ
ングした。

（注 1） 厚生労働省 「各国にみる社会保障施策の概要と

最近の動向 （インドネシア）」 『世界の厚生労働 2007』

国民健康保険導入は、 民間保険産業を圧迫しているか？

チスリ ： 当初は、 国民健康保険の導入で民間医療保険の購入者が減少してしまう

と危惧していた。 しかし、 実際のところは、 かえって民間医療保険の購入希望者が

増えたと実感している。

そもそも、 インドネシア人は 「今日の食事にありつければそれでよい、 それ以降のこと

は明日心配する」 という考え方の人が多い。 特に、 中所得層より下の層ほど、 この

傾向は強い。 そのため、 民間医療保険の購入者は富裕者層に限られてきた。 とりわ

け、 私の販売する外資系保険などは高所得者向けの保険商品であり、 ほとんどの顧

客は富裕層である。

ところが、 実際に強制加入の国民健康保険が導入されてから、 むしろ国民健保の存

在のおかげで保険の有効性に気付いた中所得者層や若年層が加入することが多く

なった。 将来に備えて準備をするという意識への転換が起こったように感じられる。

販売戦略は？

チスリ ： 医療保険だけを販売しても国民健康保険と競合してしまうため、 実際には

確定拠出年金と医療保障がセットになった商品を勧めることが多い。 ただし、 子ども

がまだ小さい世帯に対しては、 子ども向けの医療保険を勧めることもある。

インドネシアの民間保険会社は、 内資 ・ 外資を問わず、 加入時に例えば、 55 歳以

下という年齢制限を設けていることが多い。 そこで、 保険の有効性や将来の不安に

気付きつつある層に対して、 保険商品を販売するという戦略をとっている。

民間保険商品の具体例

具体例として、日系保険会社の一つ
であるパニン・ダイイチ・ライフ（Panin 
Dai-ichi Life）の医療保険商品について
みてみたい。
パニン・ダイイチ・ライフの保険商
品は大きく二つの商品からなっており、
主に家族向けの年金・生命保険で一つ
の保険証書で家族 5 人までをカバー
するパニン・プレミヤ・マルチリンク
ト（Panin Premier Multilinked）と、1
枚の保険証書につき被保険者 1 人をカ
バーするプライム・クライシス・カバー
（Prime Crisis Cover）である。前者は
家族向け生命保険商品であり、医療保
障を付帯させることにより提携病院で
の 90 日までの入院費用が保険対象とな
る。後者はその医療保障を単体で販売
しているもので、国民健康保険に不安
を感じる層、例えば子どもの保険のみ
を追加で購入することを希望する層を
対象としていると考えられる。
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関 連 施 設

1 次診療施設と高次医療施設

保健所（プスケスマス）から
病院へ患者を紹介
インドネシアは患者紹介システムを
採用しており、１次診療施設（注1）で対応
できない患者をより高次の医療施設（注2）

に紹介する医療制度となっている。
１次診療施設は、入院設備のない診療
施設や設備の不十分な病院であり、そ
の大半は公立の保健所（プスケスマス）、
一部が民間のクリニック（Klinik）であ
る。これらの施設は全国に１万 9,969
カ所設置されている。
高次医療施設は、入院設備の整った
公立・私立の病院であり、全国に 2,170
カ所ある。病院での保険診療を希望す

る場合は、まずはかかりつけの１次診
療所で診療の上、紹介状を取得する必
要がある。
しかし、1次診療施設による高次医療
施設への紹介状が乱発され、国民健保
運営機構の経営を圧迫しているという
指摘もなされている。
（注 1） Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: FKTP

（注 2） Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut:  

 FKRTL

地方部での保険医療施設整備が
課題

人口の集中するジャワ島やスマトラ
島以外における保健医療施設の整備が
課題となっている。「地域保健診療セン
ターに係る2014年75号保健大臣規則」

（注3）によると、インドネシアの医療を担
う公立の１次診療施設は、各郡に最低 1
カ所を設置することが義務付けられて
いる。
　しかし、人口密度が低く面積が広い
外島部においては、面積ごとの診療所
の設置数が少なくなってしまい、患者
の診療所へのアクセスが困難となって
いる。例えば、保健医療分野の学術会
議（注4）である学会大会（注5）で、パプア州
保健局担当者が明らかにしたところで
は、パプア州においては自宅から保健
施設までの距離が遠いため、国民健康
保険制度の利用が促進されないという
問題が生じている。

（注 3） Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 

 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

（注 4） Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

（注 5） Forum Nasional JKKI
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INTERVIEW
オムロン ヘルスケア インドネシア

- 血圧計で健康管理に貢献-
オムロン ヘルスケア インドネシア社は 2012 年
にインドネシアに拠点を構え、 本格的に健康
医療市場の開拓に乗り出しました。 15 年からは
病院向けの E カタログ（E-catalog

注１
）に登録

を開始し、 地方の保健所 （プスケスマス） に
血圧計を導入しました。 また心臓財団との協
業も行っており、 全国に 「血圧測定」 の習慣
が根付くよう活動を行っています。

注 1　E カタログ （E-Catalog） とは、 政府系機関の

調達システムにおける医療機器などの電子カタログ

インドネシアへの進出と

最近の動き

当地での販売は代理店経由で 2001 年

からスタートしました。 血圧計、 体重計、

体脂肪計、喘息用吸入器 （ネブライザー）、

体温計など家庭用医療機器のブランドとし

て 「OMRON」 はインドネシア社会に浸透し

つつあります。

現地法人設立後、 代理店数も増やし販

路を約 3 倍に拡大。 今では全国約 2 万

2,000 店の薬局のうち、 1 万 3,000 店で

取り扱いがあります。 今後は品揃えの充

実とともに、 いかに啓蒙 ・ 啓発を行い販

売台数を増やしていくかがカギになるで

しょう。

例えば、 売上の 5 割を占める主力商品

の血圧計の年間販売台数は 15 万台です。

一方、 インドネシアでの高血圧患者はデー

タで捕捉されているだけで4,000万～5,000

万人いるとされます。 当地では、 日本のよ

うに学校や企業で定期的に健康診断を行う

ことが定着しておらず、 血圧や体重を測定

し体調管理に役立てるという考え方が浸透

していません。 そのため自覚症状がないま

ま高血圧状態が続き、 心臓発作などで突

然死する事例も多いのです。

地方で見えた格差と需要

これ以外にも、 保健省からの引き合いで

全国の保健所に血圧計などを納入しまし

た。 地方では医療施設でさえ基礎的な機

器がそろっていない状況があります。 また、

データの分析から薬局が少ない地方は人

口に対しての販売金額に大きくギャップが

あり、 需要に応えきれていない現状がわか

りました。 この実情から、 オンラインのチャ

ネル開発や地方への普及にもつなげる計

画をしています。

許可申請と医療機器

販路から見た売上比率では家庭用が 9

割ですが、 今後は病院への売り込みも強化

していきます。 2015 年に E カタログへの登

録を開始しました。 医師は欧米に留学した

人が多いため、 欧米製品の使用に慣れ親

しんだ医師が多いです。 しかし、 家庭用機

器で得たブランドの認知度を足場に医師や

看護師への商品説明 ・ 啓蒙を行い、 日本

企業の提供する品質の良さで勝負していき

たいという考えがあります。

製品は海外の生産工場から輸入していま

す。 インドネシアは、 他国と比較して医療

機器の許認可の申請や手続きに長い期間

を要します。 しかし、 世界第 4 位の人口、

今後の医療体制の充実などを考えると、 こ

のような煩雑かつ複雑な手続きに時間を要

しても参入していく魅力度は高いと思いま

す。 今後進出を検討する企業にとって、 こ

のような背景の正しい認識を踏まえ事業構

築のスピード、 参入 ・ 投資判断をしていくこ

ともポイントになるかもしれません。

心臓財団とコラボレーション

こうした意識 ・ 認識の低さを変えることが

市場開拓の重要戦略と気が付き、 インドネ

シア心臓財団とのコラボレーションを開始しま

した。 具体的には、 「国際高血圧デー」 に

際してのイベントや地方での啓蒙活動を通

して血圧測定の知識を広めています。 2006

年は地方の各都市で 500 ～ 1,000 人規模

のイベントを開催し反響も大きかったです。

購入層の属性と特徴

価格レンジでは 4,000 円から 2 万円の

ものを用意しています。 1 万円弱と比較

的高額な商品の販売台数が最も多くなっ

ています。 高所得層がユーザーの主流で

はあるものの、 中間層が増え始めている

という外部環境を受け、 初めて購入した

い方でも比較的手頃な 4,000 ～ 5,000

円台の購入者層をさらに増やすことを狙っ

ています。

消費者の購入動機は医師に勧められる

パターンが多いです。 家族や知人、メディ

アも情報源になっています。 血圧計のター

ゲットとなる層は年配世代なので、 ラジ

オや新聞を通した宣伝をしています。 逆

に若者向けには、 製品と連動したアプリ

「オムロンコネクト」 を “スマートな健康管

理方法” として提案していく予定です。

世界心臓デー

オムロン商品

会社名 PT. Omron Healthcare Indonesia

業態 家庭用医療機器の販売

進出時期 販売：2001/現地拠点開設：2012

参考 ： http://omronhealthcare.co.id/

病院

A クラス病院
（注）

といえば政府主導の公的医療機関

だったが、 ここ十数年で財閥系や外国系病院も力を

入れはじめている。 健康意識の高まりを背景に、 より高度な医療サービスを売り物に拡

大しているのが、 大手財閥リッポー ・ グループ傘下の 「シロアム病院」 である。 1996

年に初の総合病院をジャカルタ郊外に開設したのを皮切りに、 現在までにジャカルタ首

都圏に 11 院、 全国では計 31 院を保有しており、 比較的短期間に国内最大の総合

病院グループに浮上した。

これに対して医学の最高峰、 インドネシア大学医学部系の大学病院であるチプト ・

マングンクスモ病院も各種医療機器の拡充を進めているほか、 各地の A クラス病院の

動きも高度治療需要の高まりに対応、 施設の強化、 拡充に動いている。 政府は地方

自治体が運営する病院も底上げを図る方針である。

富裕層による海外への医療観光も盛んである。 インドネシアでは年間 60 万人が計

14 億ドルを医療観光に費やしていると試算されている。 シンガポールへ医療観光とし

て訪れる外国人としてはインドネシア人が最多 （全体の 5 割） であり、 シンガポールの

大手病院メディカル ・ チェックも含めて営業活動に力を入れている。

その他、 歯科や眼科などは専門医が住宅街に自宅兼用でクリニックを開設している。

（注） インドネシアの病院は A~D の４つのクラスに分類され、 A クラスが最上位となる。 A クラス病院は広範囲

にわたる専門的な診療サービスや各診療科横断でのサービス提供が可能 （経済産業省 「医療国際展開カント

リーレポート ： インドネシア編、 2016 年 3 月」 参考。

保健所 （プスケスマス）

病院以外の医療機関として、 初期医療の中心的役割を担う

のがプスケスマスと呼ばれる国立の保健所だ。 プスケスマスは

平均的な所得層の住民にきめ細かいサービスを提供している。

保健省によると 2016 年時点で全国に 9,767 カ所あり、 地域に

よって多少のばらつきがあるが、 人口 3 万人あたり 1.17 カ所の

計算になる。

ジャカルタ特別州内の区ごとに設置されたプスケスマスは 24

時間運営である。 分娩、 家族計画、 栄養指導をはじめ、 さま

ざまな市民サービスや歯科、 眼科など日常生活に絡んだもの

が多い。 健康維持活動も行うなど、 市民に健康意識の向上を

働きかけている。 平日は各専門医も常駐している。 初診料は

午前 5 時から午後 4 時までは 2,000 ルピア、 午後 4 時過ぎか

ら翌午前 5 時までは１万 5,000 ルピアである。

もう一つの大きい役割は周辺

にある各種病院と協力し、 急病、

けがなどにも適切かつ敏速に対

応することである。 24 時間体制

で対応し、 重症か軽症かを判断

し、 症状によって提携する病院に

移送する体制を整えている。 病

院の種類は、 大型総合病院、

主要地域病院、 各種の民間医

療機関などさまざまである。

民間療法

プスケスマスと並んで市民が頼りに

するのは民間療法である。 バイクタク

シーを日常的に利用するインドネシアで

は、 転倒事故が多い。 ただ、 骨折や

脱臼など本来外科の治療が必要な症

状でも、 一般の所得層にとって病院は

治療費が高く障壁となっている。 病院

でレントゲンを撮るだけで費用が尽き、

それ以上の治療に進めないこともある。

そこで市民が利用するのが伝統的な

マッサージ師や指圧師で、 一般的にトゥカン ・ ウルッ （Tukang 

Urut） と呼ばれることが多い。 骨折専門のあん摩指圧医院とし

て有名な 「ハジ・ナイム （Haji Naim）」 には１日に 100 人以上、

多い日では 300 人を超える治療希望者が訪れる。 １人の診療

時間は 10 ～ 20 分程度である。 代々受け継がれてきた指圧

やひねりによる治療は麻酔もなく、 患者が悲鳴を上げるほどの

痛みだが、 「治療後に痛みが軽減する」、 「治りが早くなる」 と

いう体験者の口コミで、 訪問者が後を絶たない。

医療へのアクセス、大きく改善
～伝統民間療法も健在
全体的な医療水準は決して高いとはい
えないが、外国人や富裕層が利用する代
表的国立病院や私立病院は近代的な設備
が整っている。ただ、心臓疾患などの外
科的手術が必要なほど重症の場合は、シ
ンガポールなどの海外に緊急移送するこ
とがある。高所得者の間では、シンガポー
ルなどの先進医療国に赴く医療観光（メ
ディカルツーリズム）も旺盛である。
政府は保健所の機能強化にも力を入
れており、国民健康保険の導入により
一般の医療機関受診の機会も増えてい
くであろう。
一方、手術など高度治療は低所得者に
は依然として負担であることから、伝統
的なマッサージ師や指圧師に頼ることも
ある。風邪のような軽い体調不良の時は、
クロックという硬貨を使ったマッサージ
などの伝統的治療を利用する人も多い。

医 療

参考 ： http://www.hcpg.jp/medicalinfo/south-asia/865.html

http://www.thejakartapost.com/travel/2017/09/27/tourism-and-health-ministries-

to-develop-medical-tourism-in-indonesia.html

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170224173017-255-196014/haji-

naim-sang-legenda-pijat-patah-tulang-asli-cimande/

http://www.kaikou.or.jp/group/section_world.html

南ジャカルタ ・ スティアブディ区にある

24 時間のプスケスマス

伝統マッサージ医院 「ハジ ・ ナイム」

中央ジャカルタにある民間

「シロアム病院」
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- 血圧計で健康管理に貢献-
オムロン ヘルスケア インドネシア社は 2012 年
にインドネシアに拠点を構え、 本格的に健康
医療市場の開拓に乗り出しました。 15 年からは
病院向けの E カタログ（E-catalog

注１
）に登録

を開始し、 地方の保健所 （プスケスマス） に
血圧計を導入しました。 また心臓財団との協
業も行っており、 全国に 「血圧測定」 の習慣
が根付くよう活動を行っています。

注 1　E カタログ （E-Catalog） とは、 政府系機関の

調達システムにおける医療機器などの電子カタログ

インドネシアへの進出と
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当地での販売は代理店経由で 2001 年

からスタートしました。 血圧計、 体重計、

体脂肪計、喘息用吸入器 （ネブライザー）、

体温計など家庭用医療機器のブランドとし

て 「OMRON」 はインドネシア社会に浸透し

つつあります。

現地法人設立後、 代理店数も増やし販

路を約 3 倍に拡大。 今では全国約 2 万

2,000 店の薬局のうち、 1 万 3,000 店で

取り扱いがあります。 今後は品揃えの充

実とともに、 いかに啓蒙 ・ 啓発を行い販

売台数を増やしていくかがカギになるで

しょう。

例えば、 売上の 5 割を占める主力商品

の血圧計の年間販売台数は 15 万台です。

一方、 インドネシアでの高血圧患者はデー

タで捕捉されているだけで4,000万～5,000

万人いるとされます。 当地では、 日本のよ

うに学校や企業で定期的に健康診断を行う

ことが定着しておらず、 血圧や体重を測定

し体調管理に役立てるという考え方が浸透

していません。 そのため自覚症状がないま

ま高血圧状態が続き、 心臓発作などで突

然死する事例も多いのです。

地方で見えた格差と需要

これ以外にも、 保健省からの引き合いで

全国の保健所に血圧計などを納入しまし

た。 地方では医療施設でさえ基礎的な機

器がそろっていない状況があります。 また、

データの分析から薬局が少ない地方は人

口に対しての販売金額に大きくギャップが

あり、 需要に応えきれていない現状がわか

りました。 この実情から、 オンラインのチャ

ネル開発や地方への普及にもつなげる計

画をしています。

許可申請と医療機器

販路から見た売上比率では家庭用が 9

割ですが、 今後は病院への売り込みも強化

していきます。 2015 年に E カタログへの登

録を開始しました。 医師は欧米に留学した

人が多いため、 欧米製品の使用に慣れ親

しんだ医師が多いです。 しかし、 家庭用機

器で得たブランドの認知度を足場に医師や

看護師への商品説明 ・ 啓蒙を行い、 日本

企業の提供する品質の良さで勝負していき

たいという考えがあります。

製品は海外の生産工場から輸入していま

す。 インドネシアは、 他国と比較して医療

機器の許認可の申請や手続きに長い期間

を要します。 しかし、 世界第 4 位の人口、

今後の医療体制の充実などを考えると、 こ

のような煩雑かつ複雑な手続きに時間を要

しても参入していく魅力度は高いと思いま

す。 今後進出を検討する企業にとって、 こ

のような背景の正しい認識を踏まえ事業構

築のスピード、 参入 ・ 投資判断をしていくこ

ともポイントになるかもしれません。

心臓財団とコラボレーション

こうした意識 ・ 認識の低さを変えることが

市場開拓の重要戦略と気が付き、 インドネ

シア心臓財団とのコラボレーションを開始しま

した。 具体的には、 「国際高血圧デー」 に

際してのイベントや地方での啓蒙活動を通

して血圧測定の知識を広めています。 2006

年は地方の各都市で 500 ～ 1,000 人規模

のイベントを開催し反響も大きかったです。

購入層の属性と特徴

価格レンジでは 4,000 円から 2 万円の

ものを用意しています。 1 万円弱と比較

的高額な商品の販売台数が最も多くなっ

ています。 高所得層がユーザーの主流で

はあるものの、 中間層が増え始めている

という外部環境を受け、 初めて購入した

い方でも比較的手頃な 4,000 ～ 5,000

円台の購入者層をさらに増やすことを狙っ

ています。

消費者の購入動機は医師に勧められる

パターンが多いです。 家族や知人、メディ

アも情報源になっています。 血圧計のター

ゲットとなる層は年配世代なので、 ラジ

オや新聞を通した宣伝をしています。 逆

に若者向けには、 製品と連動したアプリ

「オムロンコネクト」 を “スマートな健康管

理方法” として提案していく予定です。

世界心臓デー

オムロン商品

会社名 PT. Omron Healthcare Indonesia

業態 家庭用医療機器の販売

進出時期 販売：2001/現地拠点開設：2012

参考 ： http://omronhealthcare.co.id/

中央ジャカルタにある民間

「シロアム病院」
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INTERVIEW
オムロン ヘルスケア インドネシア

- 血圧計で健康管理に貢献-
オムロン ヘルスケア インドネシア社は 2012 年
にインドネシアに拠点を構え、 本格的に健康
医療市場の開拓に乗り出しました。 15 年からは
病院向けの E カタログ（E-catalog

注１
）に登録

を開始し、 地方の保健所 （プスケスマス） に
血圧計を導入しました。 また心臓財団との協
業も行っており、 全国に 「血圧測定」 の習慣
が根付くよう活動を行っています。

注 1　E カタログ （E-Catalog） とは、 政府系機関の

調達システムにおける医療機器などの電子カタログ

インドネシアへの進出と

最近の動き

当地での販売は代理店経由で 2001 年

からスタートしました。 血圧計、 体重計、

体脂肪計、喘息用吸入器 （ネブライザー）、

体温計など家庭用医療機器のブランドとし

て 「OMRON」 はインドネシア社会に浸透し

つつあります。

現地法人設立後、 代理店数も増やし販

路を約 3 倍に拡大。 今では全国約 2 万

2,000 店の薬局のうち、 1 万 3,000 店で

取り扱いがあります。 今後は品揃えの充

実とともに、 いかに啓蒙 ・ 啓発を行い販

売台数を増やしていくかがカギになるで

しょう。

例えば、 売上の 5 割を占める主力商品

の血圧計の年間販売台数は 15 万台です。

一方、 インドネシアでの高血圧患者はデー

タで捕捉されているだけで4,000万～5,000

万人いるとされます。 当地では、 日本のよ

うに学校や企業で定期的に健康診断を行う

ことが定着しておらず、 血圧や体重を測定

し体調管理に役立てるという考え方が浸透

していません。 そのため自覚症状がないま

ま高血圧状態が続き、 心臓発作などで突

然死する事例も多いのです。

地方で見えた格差と需要

これ以外にも、 保健省からの引き合いで

全国の保健所に血圧計などを納入しまし

た。 地方では医療施設でさえ基礎的な機

器がそろっていない状況があります。 また、

データの分析から薬局が少ない地方は人

口に対しての販売金額に大きくギャップが

あり、 需要に応えきれていない現状がわか

りました。 この実情から、 オンラインのチャ

ネル開発や地方への普及にもつなげる計

画をしています。

許可申請と医療機器

販路から見た売上比率では家庭用が 9

割ですが、 今後は病院への売り込みも強化

していきます。 2015 年に E カタログへの登

録を開始しました。 医師は欧米に留学した

人が多いため、 欧米製品の使用に慣れ親

しんだ医師が多いです。 しかし、 家庭用機

器で得たブランドの認知度を足場に医師や

看護師への商品説明 ・ 啓蒙を行い、 日本

企業の提供する品質の良さで勝負していき

たいという考えがあります。

製品は海外の生産工場から輸入していま

す。 インドネシアは、 他国と比較して医療

機器の許認可の申請や手続きに長い期間

を要します。 しかし、 世界第 4 位の人口、

今後の医療体制の充実などを考えると、 こ

のような煩雑かつ複雑な手続きに時間を要

しても参入していく魅力度は高いと思いま

す。 今後進出を検討する企業にとって、 こ

のような背景の正しい認識を踏まえ事業構

築のスピード、 参入 ・ 投資判断をしていくこ

ともポイントになるかもしれません。

心臓財団とコラボレーション

こうした意識 ・ 認識の低さを変えることが

市場開拓の重要戦略と気が付き、 インドネ

シア心臓財団とのコラボレーションを開始しま

した。 具体的には、 「国際高血圧デー」 に

際してのイベントや地方での啓蒙活動を通

して血圧測定の知識を広めています。 2006

年は地方の各都市で 500 ～ 1,000 人規模

のイベントを開催し反響も大きかったです。

購入層の属性と特徴

価格レンジでは 4,000 円から 2 万円の

ものを用意しています。 1 万円弱と比較

的高額な商品の販売台数が最も多くなっ

ています。 高所得層がユーザーの主流で

はあるものの、 中間層が増え始めている

という外部環境を受け、 初めて購入した

い方でも比較的手頃な 4,000 ～ 5,000

円台の購入者層をさらに増やすことを狙っ

ています。

消費者の購入動機は医師に勧められる

パターンが多いです。 家族や知人、メディ

アも情報源になっています。 血圧計のター

ゲットとなる層は年配世代なので、 ラジ

オや新聞を通した宣伝をしています。 逆

に若者向けには、 製品と連動したアプリ

「オムロンコネクト」 を “スマートな健康管

理方法” として提案していく予定です。

世界心臓デー

オムロン商品

会社名 PT. Omron Healthcare Indonesia

業態 家庭用医療機器の販売

進出時期 販売：2001/現地拠点開設：2012

参考 ： http://omronhealthcare.co.id/
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ダ ・ カヤンガンの介護ベッド設備

介 護

発展途上の市場　
～高齢者向けサービス需要拡大
に期待

若者の人口比が高く、高齢者（社会省
は 60歳以上を高齢者と定義）が家族の
一員として住むインドネシアでは、「老
人介護」が社会的に大きな問題となるの
はまだ先となる見通しであるが、高齢者
介護施設・サービスの使用は少しずつ広
がりを見せている。
高齢者介護施設・サービスは大きく 4
つに分類できる。①政府が運営する高齢
者施設、②宗教財団や NGOが運営する
高齢者施設、③在宅介護サービス、④介
護サービス付きアパートである。一般的
に①と②が低所得者向け、③と④は中～
高所得者向けであり、老人介護サービス
は二極化の方向に進んでいる。
潜在的に全国で約 180 万人に上ると
される要扶養の高齢者を対象とした扶養
（介護）施設・サービスの提供は政府だ
けでは困難であり、高齢者福祉を管轄す
る社会省は宗教系組織や財団、民間企業
などの参入も期待している。

高齢者施設

地方政府あるいは財団 ・ 宗教団体が運営する高齢者向け施設 （Panti Jompo/

Panti Lansia）。 政府が運営する施設は入居無料だが、不衛生で介護スタッフがおらず、

シェルターのようなイメージである。 一方、 カトリック教会やモスクなど様々な宗教団体

や財団が運営する施設では、 入居条件もそれぞれ異なる。

パサール ・ ミングにある 「Sasaa Tresna Wedha Karya Kasih」 はインドネシア ・ プロ

テスタント教会が運営する高齢者住宅であり、 入居は 60 歳以上の女性のみを対象と

している。 部屋のタイプによるが、 入居金は 200 万ルピア、 1 人用のスタンダード部屋

は月額 125 万ルピア （3 食込み） である。 エアコン、 手洗い ・ 浴場が付いた VIP ルー

ムでも 300 万ルピア程度である。 ただし、 専門介護スタッフが限られているため、 体

に不自由のある高齢者は受け入れる事はできず、 あくまで自立した高齢者向けの施設

である。

在宅介護サービス

病気や事故の後遺症で体が不自由となり介護が必要な場合、 家族にとって在宅介

護が選択の一つとなっている。 インドネシアでは一般的なベビーシッターや家政婦ととも

に、 介護士を派遣する人材派遣会社が主に在宅介護サービスを行っており、 ここ数年

は介護 ・ 看護を専門に紹介するスタートアップ企業も増えている。

インサン ・ メディカ社は 2013 年から高齢者訪問ケアの人材紹介 ・ 仲介サービスを

展開するスタートアップ企業である。 ジャボデタベック （ジャカルタ首都圏） を中心にケ

アギバー （看護師 ・ 介護士） の派遣を行う。 3 年制専門学校卒業以上の登録証を

有した人材を選抜し、 トレーニングも行う。 顧客がケアギバーに対して支払う対価の 2

割が同社の手数料収入となる。

在宅介護サービスの費用はケアギバーの訪問回数やスキルの良し悪しによる。 一般

的に、 月間 500 万～ 2,000 万ルピアとされる。
介護サービス付き施設

高所得者向けの住宅 ・ 介護サービ

スを提供しているのが、 日本のロング

ライフホールディング株式会社が運営

する 「ダ ・ カヤンガン」。 要介護者へ

のサービスはもちろんのこと、 自立した

高齢者が老後を楽しめるよう、 コミュニ

ティー活動や趣味活動など快適な環

境を提供している。

このようなサービスを兼ね備えたア

パートあるいはマンションタイプの住宅

介護サービスは、 まだまだ未開拓の市

場である。

高齢者向け製品

インドネシアの小児用紙おむつ市場

で 6 割強のシェアをもつとされるユニ ・

チャームが、 高齢者向けおむつを販売

している。

参考 ： http://www.insanmedika.co.id/

https://mynurz.com/id/IDN?gclid=Cj0KCQiAyNjRBRCp

ARIsAPDBnn2vFz-ApFgkbWLRt7VHRM8wmSesEgyUn

NKLFA9vKCn8AeHjLjmmVLAaAktVEALw_wcB

https://newsphere.jp/business/20150111-1/

教会が運営する低所得者施設

プラジトノさん（75）

住み始めて 4 年、 ジョグジャカルタなどで医師

として活躍。 絵画やガーデニングが趣味で、

自分で描いた絵画を披露するのが楽しみの一

つである。 医師の経験を生かして、 同じ入居

者やゴルフのキャディらの健康相談にも応じる

など、 周囲との交流を楽しんでいる。

武藤賢司さん （83）

入居し始めて 2 カ月、 ジャバベカ創業者からの

紹介で入居。 食事 （日本食） やスタッフの

サービス、 気遣いなど質が高くとて

も満足している。 以前はジャカルタ

中心部に約6年半住んでいたが、

空気の良さが全く違うと感じる。

当初は工業団地という印象で

あったが、 むしろ田園地帯とい

う雰囲気で環境もよく、 移り住

んで良かったと感じている。

INTERVIEW
ロングライフ

高齢化社会を見据えて

我々は 30 年先の 2050 年頃を見据えて

います。 インドネシアが将来的に多くの高齢

者を抱え、 人口大国が高齢化大国へ発展

した際、 多様なニーズに応える多様なサー

ビスが必要とされるでしょう。 まだ高齢者介

護が浸透していない同国に日本式介護ノウ

ハウを輸出、 自立支援サービスを育成し、

来たるべき需要に備えています。 貧困層へ

の手当は政府が行いますが、 富裕層にも

当然選択肢が必要でありそこに貢献してい

くことが民間企業の役割だと考えています。

我が社が運営する住宅 「ダ ・ カヤンガン

（D’Khayangan）」 は西ジャワ州チカランの

複合開発地域 「コタ ・ ジャバベカ」 にあり

ます。 集合住宅形式の 280 室と、 ヴィラタ

イプ 102 棟を計画。 ゴルフ場を見渡せる緑

に囲まれた住宅からは、 商業施設や病院、

学校などへのアクセスも良好です。

現在の入居者は、 60 歳以上で、 インド

ネシア人と外国人の比率は半々くらいです。

入居プランは終身プラン、 年払いプラン、

タイムシェアリング
注 1

など計 6 プランを用意

しています。 入居時の年齢、 サービス内容

（介護、 食事など） で異なりますが、 終身

プランは入居金約 570 万円から、 年間プ

ランは約 200 万円からあります。

我が社では、 1 人ひとりの属性に合わせ

たプランを個別に提案しています。 入居時

に、 介護用具 （車いす、 手すり、 ベッド）

や家具など計 1,000 点が収録されたカタ

ログから各自の好みに合わせて選択できま

す。 宗教、 出身国、 言語など入居者の属

性に合わせてプランを作り上げるというきめ

細かいサービスが特徴です。 サークルや文

化交流、 発表会など、 高齢者が目標を持

ち生き生きと暮らすことを促進しています。

注 1　タイムシェアリング ： 短期間居住を希望するメンバー同

士が、 利用日数をシェア出来るプラン。 年間 60 日または

120 日から選べ、 セカンドハウスとして利用することが可能。 　

業界をリードする責任 ・ 役割

インドネシアは人口が増えるという魅力は

ありますが、 まだ若い国であり介護サービ

スの提供という業態は珍しいです。 だから

こそ、 この分野のリーディングカンパニーと

して業界を成長させていくという役割も担っ

ています。

我が社を含む高齢者福祉業界は、 介護

事業などの情報交換制度やネットワーク構

築を目的とした 「インドネシア ・ シニアリビン

グ協会 （ASLI）」 を発足しています。 業界

団体を作り、 保健省はじめ政府と福祉のス

タンダードを作ることが重要と考えています。

現在、 介護士のサービスの質の向上を

目的とし、 労働省とともにインドネシア初の

介護士の資格制度整備に取り組んでいま

す。 養成カリキュラム制度は日本をモデル

にする予定で、 実現すれば日本水準の介

護ケア、 ヘルパーの養成を目指していま

す。 ASLI は最初の国家指定事業者として

講習 ・ 試験 ・ 資格発行を行い、 海外への

人材派遣にも貢献しています。

パートナー

我が社は、 日本でいち早く現在のビジネ

スモデルの開発に着手した民間企業とし

て注目を集めました。 そのため、 外国企

業から共同事業の展開を打診されるケー

スも多くありました。 その中で、 ジャバベ

カグループをパートナーとして選んだのは、

同グループがインドネシアの介護サービス

発展に強い熱意を持っていたからです。 ビ

ジネスの将来性は魅力的と確信しているも

のの、 まずは 「ローカルに役立つ」 という

思いを事業展開に際し大切にしています。

プロジェクトの運営でパートナーとの役割分

担や業務の線引きを上手に進めながら、

共に事業を推進していきたいですね。

北村政美氏
代表取締役副社長

-高齢化を見据え、いち早く

インドネシア市場に打って出る-

介護付き高齢者施設を運営するロング
ライフホールディング株式会社は、 現
地不動産企業のジャバベカグループ
との合弁で 「ジャバベカロングライフシ
テ ィ （PT.Jababeka Longlife City）」 を
設立、 2014 年にサービスを開始。 高
齢化率が 7％に満たないインドネシア
は、 高齢者向けサービスは未発展の
状況にあります。 そこで、 人口ボー
ナ ス 期 を 過 ぎ た 後 の 高 齢 化 時 代 を
見越してサービスを展開しています。

介護用品の輸入に苦慮

介護用品の輸入には大変苦慮していま

す。 現在、 使用している介護用品は現地

生産と輸入品の両方が存在しますが、 種

類が限られているため、 日本などからの輸

入が必要となります。 但し介護用品が医療

機器に該当すると関係する規制への対応が

求められ、 手続きには相当の時間とコストが

かかるのです。

武藤さんとスタッフ

入居者の声

緑に囲まれた施設

会社名 ロングライフホールディング株式会社

業態 高齢者住宅の管理・運営

進出時期 2014年9月設立
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同、 部屋内の様子
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プラジトノさん（75）

住み始めて 4 年、 ジョグジャカルタなどで医師

として活躍。 絵画やガーデニングが趣味で、

自分で描いた絵画を披露するのが楽しみの一

つである。 医師の経験を生かして、 同じ入居

者やゴルフのキャディらの健康相談にも応じる

など、 周囲との交流を楽しんでいる。

武藤賢司さん （83）

入居し始めて 2 カ月、 ジャバベカ創業者からの

紹介で入居。 食事 （日本食） やスタッフの

サービス、 気遣いなど質が高くとて

も満足している。 以前はジャカルタ

中心部に約6年半住んでいたが、

空気の良さが全く違うと感じる。

当初は工業団地という印象で

あったが、 むしろ田園地帯とい

う雰囲気で環境もよく、 移り住

んで良かったと感じている。

INTERVIEW
ロングライフ

高齢化社会を見据えて

我々は 30 年先の 2050 年頃を見据えて

います。 インドネシアが将来的に多くの高齢

者を抱え、 人口大国が高齢化大国へ発展

した際、 多様なニーズに応える多様なサー

ビスが必要とされるでしょう。 まだ高齢者介

護が浸透していない同国に日本式介護ノウ

ハウを輸出、 自立支援サービスを育成し、

来たるべき需要に備えています。 貧困層へ

の手当は政府が行いますが、 富裕層にも

当然選択肢が必要でありそこに貢献してい

くことが民間企業の役割だと考えています。

我が社が運営する住宅 「ダ ・ カヤンガン

（D’Khayangan）」 は西ジャワ州チカランの

複合開発地域 「コタ ・ ジャバベカ」 にあり

ます。 集合住宅形式の 280 室と、 ヴィラタ

イプ 102 棟を計画。 ゴルフ場を見渡せる緑

に囲まれた住宅からは、 商業施設や病院、

学校などへのアクセスも良好です。

現在の入居者は、 60 歳以上で、 インド

ネシア人と外国人の比率は半々くらいです。

入居プランは終身プラン、 年払いプラン、

タイムシェアリング
注 1

など計 6 プランを用意

しています。 入居時の年齢、 サービス内容

（介護、 食事など） で異なりますが、 終身

プランは入居金約 570 万円から、 年間プ

ランは約 200 万円からあります。

我が社では、 1 人ひとりの属性に合わせ

たプランを個別に提案しています。 入居時

に、 介護用具 （車いす、 手すり、 ベッド）

や家具など計 1,000 点が収録されたカタ

ログから各自の好みに合わせて選択できま

す。 宗教、 出身国、 言語など入居者の属

性に合わせてプランを作り上げるというきめ

細かいサービスが特徴です。 サークルや文

化交流、 発表会など、 高齢者が目標を持

ち生き生きと暮らすことを促進しています。

注 1　タイムシェアリング ： 短期間居住を希望するメンバー同

士が、 利用日数をシェア出来るプラン。 年間 60 日または

120 日から選べ、 セカンドハウスとして利用することが可能。 　

業界をリードする責任 ・ 役割

インドネシアは人口が増えるという魅力は

ありますが、 まだ若い国であり介護サービ

スの提供という業態は珍しいです。 だから

こそ、 この分野のリーディングカンパニーと

して業界を成長させていくという役割も担っ

ています。

我が社を含む高齢者福祉業界は、 介護

事業などの情報交換制度やネットワーク構

築を目的とした 「インドネシア ・ シニアリビン

グ協会 （ASLI）」 を発足しています。 業界

団体を作り、 保健省はじめ政府と福祉のス

タンダードを作ることが重要と考えています。

現在、 介護士のサービスの質の向上を

目的とし、 労働省とともにインドネシア初の

介護士の資格制度整備に取り組んでいま

す。 養成カリキュラム制度は日本をモデル

にする予定で、 実現すれば日本水準の介

護ケア、 ヘルパーの養成を目指していま

す。 ASLI は最初の国家指定事業者として

講習 ・ 試験 ・ 資格発行を行い、 海外への

人材派遣にも貢献しています。

パートナー

我が社は、 日本でいち早く現在のビジネ

スモデルの開発に着手した民間企業とし

て注目を集めました。 そのため、 外国企

業から共同事業の展開を打診されるケー

スも多くありました。 その中で、 ジャバベ

カグループをパートナーとして選んだのは、

同グループがインドネシアの介護サービス

発展に強い熱意を持っていたからです。 ビ

ジネスの将来性は魅力的と確信しているも

のの、 まずは 「ローカルに役立つ」 という

思いを事業展開に際し大切にしています。

プロジェクトの運営でパートナーとの役割分

担や業務の線引きを上手に進めながら、

共に事業を推進していきたいですね。

北村政美氏
代表取締役副社長

-高齢化を見据え、いち早く

インドネシア市場に打って出る-

介護付き高齢者施設を運営するロング
ライフホールディング株式会社は、 現
地不動産企業のジャバベカグループ
との合弁で 「ジャバベカロングライフシ
テ ィ （PT.Jababeka Longlife City）」 を
設立、 2014 年にサービスを開始。 高
齢化率が 7％に満たないインドネシア
は、 高齢者向けサービスは未発展の
状況にあります。 そこで、 人口ボー
ナ ス 期 を 過 ぎ た 後 の 高 齢 化 時 代 を
見越してサービスを展開しています。

介護用品の輸入に苦慮

介護用品の輸入には大変苦慮していま

す。 現在、 使用している介護用品は現地

生産と輸入品の両方が存在しますが、 種

類が限られているため、 日本などからの輸

入が必要となります。 但し介護用品が医療

機器に該当すると関係する規制への対応が

求められ、 手続きには相当の時間とコストが

かかるのです。

武藤さんとスタッフ

入居者の声

緑に囲まれた施設

会社名 ロングライフホールディング株式会社

業態 高齢者住宅の管理・運営

進出時期 2014年9月設立
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薬局で売られている日系の商品

取材で複数の薬局を訪れた際には、

コンシューマー向けのヘルスケア製品と

して、 久光製薬のサロンパス、 ロート製

薬の目薬、 佐藤製薬の錠剤などが売

られているのを目にした。 家庭用医療

機器のコーナーではオムロンブランドの

血圧計、 体重計、 体脂肪計、 ネブラ

イザーなどが置かれている。

予 防 ・ 健 康 管 理

浸透しない健康診断　
～健康管理は個人の責任
インドネシアでは学校や企業が健康
診断を実施する機会はほとんどなく、
予防・健康管理はほとんど個人に任さ
れている。健康管理と言えば、昔はジャ
ムゥ（伝統生薬飲料）を飲む人も多かっ
たが、最近の薬局を観察するとサプリ
メントの売り場が多くを占め、需要が
増えてきていることがわかる。健康を
謳ったミネラルウォーターも出現して
きている。

健康診断

インドネシアでは 1970 年に労働移民省 （現労働省） が、 企業の従業員に対する健康

診断の実施を法律で義務づけた。 しかし、 現実には企業が負担して健康診断を実施す

るのは一部の大企業に限られている。 また一般企業で実施したとしても対象は幹部層に

限られているのが実情である。 健康診断の費用は病院やクリニックの 「格」 にもより、 30

万～ 400 万ルピアと幅がある。 血液、 尿の簡易検査は 60 万ルピア程度と言われ、 決し

て安くない。

こうした事情も反映してか、 首都ジャカルタでは、 毎週日曜のカーフリーデーで医学生

らが臨床経験の場としてボランティア的に簡易メディカル ・ チェックアップを実施する姿が

見られる。 南ジャカルタのスディルマン大通りでインドネシアキリスト教大学 （ＵＫＩ） の医学

生が実施していた検査項目は、 血圧 （1 万ルピア）、 糖尿値、 尿酸値 （各 1 万 5,000 ル

ピア） の 3 つで、学生にとっては臨床経験の場となり、一般の人への啓発にも役立っている。

立ち寄るのは年配層が多く、 初めて血圧を測定し高血圧に気が付いたという人も少なくな

いという。 取材の際に目にした機器のメーカーは血圧計が GEA （デンマーク） とリースター

（Riester、 ドイツ）、 尿酸 ・ 血糖値計がイージータッチ （Easy Touch、 米国） である。

参考 ： http://www.insanmedika.co.id/

https://mynurz.com/id/IDN?gclid=Cj0KCQiAyNjRBRCpARIsAPDBnn2vFz-ApFgkbWLRt7VHRM8wmSesEgyUnN

KLFA9vKCn8AeHjLjmmVLAaAktVEALw_wcB

https://newsphere.jp/business/20150111-1/

サプリメント

多くの薬局で最も目立つのがサプリ

メントの陳列棚である。 ダイエットサプ

リメントからビタミン剤系までさまざまな

製品が販売されている。 輸入品では

米国製が多く見受けられる。 中央ジャ

カルタのグランド ・ インドネシアモール

内薬局「ガーディアン」と「センチュリー」

の店員によると、 ビタミン C やオメガ 3

を含有するサプリメントが女性に人気だ

という。

参考：ジェトロ 「健康食品調査」 （2014 年 12 月）

ジャムゥ

ジャムゥ （Jamu） は香辛料、 地下

茎、 薬草などを原料としたインドネシア

の伝統的な生薬飲料である。 かつて

は民族服を着た家庭の女性がジャムゥ

の入ったかごを背負って歩き売りしてい

たが、 最近は自転車やバイクによる販

売が多い。 1940 年にいち早く大量生

産を開始した製薬会社のシド・ムンチュ

ル （Sido Muncul） の 「トラック ・ アン

ギン （Tolak Angin）」 は、 薬局などで

広く販売されている。

ミネラルウォーター

インドネシアでは、 水を飲むと言えば、 ミネラルウォーターを買うのがごく当たり前

である。 家庭や職場ではウォーターサーバーを置いている所が少なくない。 インドネシ

ア ・ ミネラルウォーター協会 （ASPADIN） によると製水メーカーは 700 にのぼるという。

2017 年のミネラルウォーター市場は 9 ～ 10% の成長率で拡大しており、 引き続き堅

調な市場と言える。

現在のミネラルウォーター市場を作り上げたのが 「アクア （Aqua）」 ブランド。 1973

年の販売開始以来、 市場をけん引し、 インドネシアの離島までくまなく浸透している。

平均的な価格は 3,500 ルピア （600ml） で、同価格帯のネスレ （スイス） や 1 万 5,000

ルピアと高めのエビアン （フランス） も広く浸透している。

需要が確実にあることから、 最近は 「体に良い」 「飲みやすい」 をうたった新しいミ

ネラルウォーターが続々と出てきており、中でもアルカリ性の飲料水が多く見受けられる。

日本の整水器メーカーの日本トリムと、 大手財閥系のシナルマス ・ グループの合弁会

社による電気分解製造水 「プリスティン （Pristine）」 は 2006 年から販売開始、 15 年

にボトルをリニューアルし販売網を拡大している。 ほかに酸素水や炭酸水があるが、スー

パーで販売されている種類はまだ少ない。

参考 ； http://www.industry.co.id/read/2930/industry-air-minum-dalam-kemasan-diperkirakan-tumbuh-9-tahun-ini

http://aspadin.com/index.html

http://superwahanatehno.com/jp/aboutpristine.html

カーフリーデーでの医学生によるメディカルチェック

薬局に売られているトラック ・ アンギン

公園で太極拳を行う中高年

スーパーで販売されているミネラル

ウォーターの一部
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長

INTERVIEW
インドネシアヤクルト

日本でもおなじみの乳酸菌飲料 「ヤクルト」
は、 今や世界の 38 の国と地域で販売され
ています。 中でもインドネシアヤクルトは 9 番
目の海外進出先として、 1991 年に設立さ
れ、 1997 年の通貨危機により販売本数は
一時落ち込んだものの、 ヤクルトレディの教
育や 「健腸長寿」 の考え方の普及を積極的
に行い、 現在は右肩上がりで成長を続けて
います。 同氏は 18 年以上にわたり、 インド
ネシアにおける市場開拓に携わってきました。

「健腸長寿」 をインドネシアにも

ヤクルトの事業の原点である 「健腸長寿」

という考え方をインドネシアでうまく表現で

きたら―。 そこで生み出したのが 「Cintai 

Ususmu （あなたの腸を愛しましょう）」 とい

うフレーズです。 テレビコマーシャルなどで

この言葉を用いて、 乳酸菌を飲用すること

による 「整腸」 という健康管理の考え方や

理解を広めようと努めてきました。

現在では 1 日の平均販売本数はインドネ

シア国内で約 520 万本。 約 10 年で 5 倍

の売上規模に成長しました。 社員数は工

場を含め約 5,600 人、 支店は全国 80 カ

所に上り、 ジャワ島以外の島々にも積極的

に展開しています。 とはいえ、 ようやく 「ヤ

クルト」 が市場に浸透してきた段階で、 新

商品を導入するなどの多角化を視野に入

れるのはこれからです。

販売本数が伸

び て い る 中 で、

人口当たりの売

上本数を顧客へ

の商品の浸透度

を図る指標とし

ています。 日本

では 8％前後で

す が、 イ ン ド ネ

シアではその半分にも満たないので、 この

パーセンテージを段階的に引き上げていく

ことが目標です。

「ヤクルト」 が “お腹によい” という理解

が除々に浸透してきていると感じています。

その原動力はヤクルトレディを通じた訪問

といったプロセスが必要となる場合もありま

す。 ヤクルトレディ増加の裏にはこうした地

道な努力もあります。

ハラルをハードルと考えない

弊社で製造している 「ヤクルト」 はインド

ネシアの皆さまに安心して飲んでいただけ

るよう、 ハラル食品 （イスラム教徒向け食

品） の認証をとっています。 日本人の間

ではハラル食品を難しく考えている企業が

多い気がします。 しかし、 当地のハラル協

会に相談すると、 親切にいろいろと教えて

くれます。 実際に協会の方に工場に来て

いただくと、 認定に必要な具体的な改善

策などをしっかりと指導してくれます。 ハラ

ルの認定を目指している企業の担当者で、

意欲のある方でしたら、 是非自らインドネ

シアに来ていただき、 ハラル協会に話を聞

いてもらうことが一番の近道でしょう。

会社名 インドネシアヤクルト株式会社

 （ヤクルト　インドネシア　プルサダ社）

業態 乳酸菌飲料「ヤクルト」の製造・販売

進出時期 1991年設立

販売にあるでしょう。 ヤクルトレディが主婦

層を中心に、 お客さま一人ひとりに 「ヤク

ルト」 の特長を説明しています。 また、 よ

り多くの方に乳酸菌を飲用することによる

整腸効果を理解いただくため、 弊社では

腸の重要性や乳酸菌の働きを紹介する啓

蒙活動にも力を入れています。

成長支えるヤクルトレディ

販売本数の全体に占めるヤクルトレディ

による販売割合は、 現在では 5 割を超え

ています。 ジャカルタ首都圏のジャボデタ

ベックだけでヤクルトレディは約 2,400 人、

インドネシア全土では 8,300 人の規模にな

りました。 自社独自の販売ノウハウの構築

と努力、 ヤクルトレディによる販路の開拓

はもちろんのこと、 飛び込み営業が比較

的容易なインドネシア社会の特徴も成功の

要因でしょう。

ヤクルトの事業で重要な役割を果たす

ヤクルトレディの育成は徹底して行ってい

ます。 ヤクルトレディは、 毎昼、 10 名程

度が所属する販売拠点である 「センター」

に集合し、 社員から 40 分程度、 商品知

識等の徹底指導を受けます。 こうした日々

の積み重ねが右肩上がりの成長を生み出

してきました。 また、 各ヤクルトレディをそ

れぞれ 「販売店」 と位置づけ、 在庫管

理は各自が責任を持って行います。

「歩く広告塔」 ともいえるヤクルトレディ

は大切な存在です。 実は、 当地では女

性が外に出て働くことに夫が反対するケー

スもあります。 その際は、 社員が自宅ま

で赴き、 夫に仕事内容を説明、 説得する

上野社長と川口ダ イレクター

伝統生薬 「ジャムゥ」 を
売る女性
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インドネシアヤクルト

日本でもおなじみの乳酸菌飲料 「ヤクルト」
は、 今や世界の 38 の国と地域で販売され
ています。 中でもインドネシアヤクルトは 9 番
目の海外進出先として、 1991 年に設立さ
れ、 1997 年の通貨危機により販売本数は
一時落ち込んだものの、 ヤクルトレディの教
育や 「健腸長寿」 の考え方の普及を積極的
に行い、 現在は右肩上がりで成長を続けて
います。 同氏は 18 年以上にわたり、 インド
ネシアにおける市場開拓に携わってきました。

「健腸長寿」 をインドネシアにも

ヤクルトの事業の原点である 「健腸長寿」
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人口当たりの売

上本数を顧客へ
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ています。 日本
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会社名 インドネシアヤクルト株式会社

 （ヤクルト　インドネシア　プルサダ社）

業態 乳酸菌飲料「ヤクルト」の製造・販売

進出時期 1991年設立
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上野社長と川口ダ イレクター
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ス ポ ー ツ

アパレル市場の需要拡大に期待　
～運動人口の増加が背景
インドネシアで人気のスポーツと言え
ばバドミントン、サッカー、武道（空
手、柔道、プンチャックシラット）であ
る。しかし、より簡単でどこでもできる
公園での運動やランニングが最近は主流
となっている。こうした運動人口の増加
もあり、スポーツ関係のアパレル商品は
今後も成長が期待できる分野といえる。
高所得者向けにはファッションや機能性
に優れた製品も需要が出始めている。
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計を購入し身に着けている。 高所得者層にとっ

てはこうしたものを身に着けることがある種のス

テータスともなっている。

参考 ： http://www.garmin.co.id/

オニツカタイガー

アジアの観光客を中心に人気を博しているアシックスのブランド、 オニツカタ

イガー （Onitsuka Tiger） の店舗が 2017 年インドネシアに上陸。 第 1 号店の

プラザ ・ スナヤン店は大盛況となっている。 隣接のアパレルショップの人の入り

はまばらだが、 オニツカタイガーの店舗は吸い寄せられるように人が集まり混み

合っている。 旅行で日本を訪れた際に購入した人からの口コミやインスタグラ

ムで情報が広がり急速に知名度を伸ばしている。

参考 ： https://wolipop.detik.com/read/2017/10/28/123333/3703716/233/sneakers-mania-

onitsuka-tiger-buka-toko-pertama-indonesia-di-plaza-senayan

ジャカルタマラソン

バドミントンインドネシアオープン

早朝に柔道の稽古を行う

INTERVIEW
セレブリティー フィットネス

インドネシア人の特性に合わせ

人付き合いが大好きなインドネシア人の

特性が、 フィットネスへの関わり方にも現れ

ています。 私はシンガポール滞在経験も

長いのですが、 個人で黙々と運動をする

スタイルのシンガポール人とは異なり、 イ

ンドネシア人はメンバー同士で親睦を温め

ながらフィットネスを楽しむ姿が印象的で

す。 個々に真剣にトレーニングに取り組む

人もいますが、 合間に仲間との会話を楽

しむことが運動を続けるモチベーションにも

なっているようです。

館内は多くの若者でにぎわっています。

音楽もにぎやかでパーティー会場に来たよ

うな気分になるかもしれません。 フィットネ

ス側が会員を定期的に招待してイベントも

実施、 親睦を深める機会を提供することで

会員の間に一体感を生み出しています。

設備は日本と遜色なし

施設内には 3 スタジオ、 パーソナルトレー

ニングエリア、 各種トレーニングマシーン、

トレッドミル、 エアロバイクがあるほか、 ロッ

カールーム、 シャワー室も完備しています。

日本との違いといえば、 スイミングプール

がないことでしょうか。 インストラクター付き

のスタジオレッスンはダンス系 （1 日 4 ～

6 クラス）、 ヨガ ・ ピラティス系 （同 3 ～ 5

クラス）、 バイク用 （同 1 ～ 3 クラス） を

開講しています。

最もにぎわうのは夕方

地域により客層や購買力が異なります

が、 FX モール周辺はビジネスエリアなの

で、 出勤前、 退社後の会社員が多く利

用します。 1 日のチェックイン数は 700 人

前後 （重複含む） です。 午後 5 時から

同 9 時の時間帯が最もにぎわいます。 そ

のため、 クラスも午前 7 時～同 9 時、 午

後 7 時～同 8 時の時間帯に設定していま

す。 人気のあるインストラクターをインスタ

グラムでフォローし、 レッスンのあるスタジ

オにわざわざ赴くという人もいます。

会社名 Celebrity Fitness

業態 フィットネスクラブ

進出時期 2003年営業開始

セレブリティーをリーズナブルに

大きく二つのコースがあり、 料金は比較的リーズナブルです。

メラプティコースをカード決済で契約すれば、 月会費は 69 万

9,000 ルピア、 回数制限なくバリやスラバヤにもある店舗も追

加料金なしで利用可能です。

パーソナルトレーニングは 24 回と 36 回のコースを選ぶ人が

多いです。 36 回コースの場合は 1,000 万ルピア程度。 インド

ネシアの消費者向けマーケティングでよくある「Buy1、Get1（一

つ買えば一つおまけ）」 戦略を導入し、 「初回 2 人で来ると 1

人分無料」や夫婦利用時の割引キャンペーンもやっています。

ただ、 初回体験の動機付けは出来ても継続利用に至らない

ケースもあり、 さらなる努力が必要ですね。

フ
ァ
リ
ダ
氏

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

- 働き盛りの若者の間で人気 -
　「セレブリティー フィットネス」 は、 インド
ネシアで拡大中のフィットネスクラブです。
2003 年に営業開始後、 現在まで全国で
36 （ジャカルタ首都圏では 23） のクラブ
を展開し、 会員メンバーは 17 万 8,000 人
になりました。 今回は中央ジャカルタ ・ ス
ナ ヤ ン の グ ロ ラ ・ ブ ン カ ル ノ 競 技 場 に 近
い FX モール内にあるクラブを紹介します。

コース 初回事務手数料
月会費

カード払い 現金払い

メラ ・ プティ
（全国のクラブ利用可）

34 万 9000 69 万 9000 79 万 9000

ワン
（1 クラブのみ利用可）

34 万 9000 57 万 8000 67 万 8000

・ ロッカールーム契約： 15万／月   ・ ビジター料金： 25万／回

・ 最低契約期間： 1年（1年未満の解約は 60万ルピアの違約金が発生）                               単位： ルピア

週に３～４日は通うというメークアップ

アーティストのアティさん （30）

人気のエアロバイククラス
24
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運動を楽しみ始めた市民　
～日常の渋滞から逃れ健康的な
体づくり

世界有数の交通渋滞都市としても知ら
れる首都ジャカルタ。市民にとって渋滞
は大きなストレス源であり、歩道は歩き
にくく運動不足になりがちである。そん
な日常から逃れるように、市民は週末の
朝に公園へ出かけ、あるいは日曜のカー
フリーエリア（歩行者天国）でサークル
活動に参加し、思い思いに体を動かし始
めている。「皆で一緒に集まり楽しむ」
のがインドネシアスタイル。様々な所得
層、年代に広がり始めた運動を楽しむ動
きが加速し、コミュニティーを通して運
動人口はますます増えている。

レ ク リ エ         ー シ ョ ン

整備が進む市民公園

ジャカルタでは、 北部のビーチリゾート 「アンチョール」 と東ジャカルタのテーマパー

ク 「タマンミニ」 が 2 大レクリエーション施設。 どちらも、 運動ができる広い敷地はあ

るものの、 庶民にはお金がかかる娯楽である。

　一方で、 無料のレクリエーション施設、 例えば市民公園が運動向けの施設として

整備 ・ 改善され始めたのはここ数年のこと。 例えば、 南ジャカルタにある 「タマン ・

ホンダ」 は 2010 年にジャカルタ特別州とホンダ ・ プロスペクト ・ モーターが協力し

て運動ができるよう生まれ変わった公園である。

　毎週日曜の早朝、 運動コミュニティーが繰り広げているのが、 健康ダンスである。

音楽とインストラクターの掛け声に合わせ、 みんなが動き始める。 自然に周りの参加

者が増え、 およそ 300 人がダンスに汗をかいている。 集団行動が好き、 見知らぬ

人もウェルカムなインドネシアならではの光景だ。

　最も賑わう時間帯は午前 5 時半～ 9 時頃。 イスラム教の早朝の祈りのため早

起きは苦にならないうえ、 昼間は気温が 30 度を超えるので必然的に朝の活動が

メインとなる。

一 方、 こ

の サ ー ク ル

活動の朝の

体操に参加

していたの

は デ ウ ィ （Dewi） さ ん （35）。

この日は夫、 2 人の子どもと遊び

に来て、 家族でバドミントンを楽し

んでいた。 渋滞から逃れ、 緑のあ

る公園にいると、 心もすっきりしハッ

ピーになれるという。 運動で体重も

減ったが、それは 「おまけ」 だという。

「健康的な人ほどお金にも余裕の

ある裕福な人」とエラさんは考える。

富の象徴は 「太っていること」 よ

り 「健康的な体形」 だという。 た

だ、 自分はリーズナブルに公園で

運動し、 運動着にもお金をかけな

い。 靴は約 5 万ルピア（450 円）で、

使い古したらまた新しいのを買えば

よいと考えている。 近所の人は運

動に対する意識が低いが、 公園の

運動に誘ったり、 運動靴を紹介した

りしているという。

公園はこうしたお金をかけずに

リーズナブルに娯楽を楽しみ、 日常

の喧騒 （けんそう） から逃れたい

人の憩いの場となっている。 周りで

運動している人の刺激を受け、 モ

チベショーンの維持につながっても

いるようだ。

　サークルメンバーである主

婦のエラ （Ella） さん （39） は

早朝 5 時半からの体操に参加

しに来た。 この日は体操の上

手さを競うコンペ （会費約 300

円）にも参加する。

夫と子ども２人もたまに一緒に来

るが、 「私が一番積極的」 とい

う。 サークルは主婦が多く、 毎

週集まって一緒にダンス（体操）

するのが楽しみとのこと。 夫の

手取り月収は約 4 万 5,000

円で中所得層にあたる。 5

年ほど前から運動を続け、

10 キロの減量にも成功。

「意識してダイエットをし

ていたわけではないが、

体重が減り体調がよい」

と話す。 ダンスのズン

バクラスにも参加した

り、 月１回、 近くの産

婦人科で血圧測定し

たりする他、 脂肪分

の摂取にも多少気

を遣っている。

市民公園で健康ダンスに参加する主婦のエラさん

週末は家族で遊びに来るというデウィさん一家

公園で健康ダンスをする人々

番
ことが

一し楽 い ！
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バリで結成され、 2017 年 8 月にジャカルタ支部が出

来たばかりのランニング ・ サークル 「ライオット （RIOT）」 は、 毎週木曜に

南ジャカルタのクニンガンの運動場で、 日曜は FX モールに集合し 8 ～ 10

キロを走る。 マラソン大会にも参加している。 ジャカルタのメンバーは 20 代

を中心に約 60 人である。 会費はないが、 リーダーを筆頭にトレーナーや広

報担当がいて、 インスタグラムなどを通して新規入会も増えている。

サークルで活動する理由は 「一人だとつまらない。 みんなとするから楽し

いし、 いざとなった時に助け合える」 とのことだ。 走るのは、 生活の質を豊

かにするためであり、 減量は単なるボーナスと、 口をそろえて話した。

南ジャカルタのスディルマン ・ セントラル ・ ビジネス地区 （SCBD） にあ

るカフェ 「サイクロ ・ コーヒー （Cyclo Coffee）」 にはサイクリング愛好家が

集まる。 ここを拠点の一つにする自転車サークルが 「バイク ・ トゥ ・ ブレッ

クファスト （Bike to Breakfast）」 である。 50 代の男性 5 人で 2 年前に結

成、 この日は 4 人が集合した。 平均で 40 ～ 50 キロの距離を走行する。

この日の 4 人は元々運動好き。 サイクリングは足への負担も軽く最も良

い運動だという。 レースには参加せず、 あくまでも趣味の一つとして楽しむ。

毎週、 走行の後に仲間と集まり、 チームの名称どおりカフェで朝食を食べ

て気分転換をする。 自転車のメンテナンスや備品を買いそろえるなど支出

は惜しまない。 「日本の瀬戸内海にあるしまなみ海道を、 海を見ながらぜ

ひ走ってみたい」 と話した。 自転車は約 2,000 万ルピアである。

サラ ： ズンバやムエタイなど以前から旺盛に参加。

デウィ ： 当初は 1 キロも走れなかったが今では 10 キロ走れる。

  アンダーアーマーのシューズは約 180 万ルピア、タイツは 200 万ルピア。

ヤカ ： 体重が 100 キロ近くあったが、 4 カ月で約 15 キロの減量に成功。

Personal 

Data

左からサラ （24）、 デウィ （27）、 クイ （29）、 ヤカ （25）

アディ : 建築家。 ジャカルタマラソンやトライアスロンにも過去に参加。

  走行距離を管理する腕時計型距離計ガーミン （GARMIN） は 400 万ルピア。  

ノンキ : 会計コンサルタント。 ヘルメット 120 万ルピア 、シューズのブランドはカットライク （Catlike） 200 万ルピア。

アル : 会計コンサルタント事務所運営。 日本に何度も行ったことがある。

アリ : ファッションデザイナー。 ヘルメット 150 万ルピア、 シューズのブランドはマビック （mavic） 120 万ルピア

Personal 

Data

左からアディ （57）、 ノンキ （44）、 アル （57）、 アリ （55）

GARMIN の距離計

参考 ： http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/28/ocmlz8319-gerakan-indonesia-segar-segarkan-taman-monas

http://jakartaraya.indopos.co.id/read/2017/08/13/106763/Wajah-Baru-Monas-Lebih-Cantik-Bersih-dan-Lengkap-Fasilitas

https://gustomobil.wordpress.com/2010/07/29/honda-resmikan-taman-tebet/

高所得層の

自転車サークル

仲間で楽しみを分かち合う

ランニング ・ サークル
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INTERVIEW
パナソニック ・ ビューティー

- 美容家電のリーディングカン
パニーとして市場を創造 -

女性の美容意識の高まりを見据えて、 いま
パナソニックのグループ会社 「パナソニック ・
ビューティー」 がアジアで展開を図っています。
新市場の美容分野において、 インドネシアの
市場開拓の現状と展望をお話します。

ドライヤーを主力に展開

パナソニック ・ グループが全社を挙げて、

アジアの市場でパナソニック ・ ビューティー

戦略に乗り出したのは 2011 年。 2013 年

にはインドネシア含む東南アジアの国でも開

始しました。 美容商品群の中から 「ヘアケ

ア」 「フェイスケア」 「ボディケア」 などを中

心に消費者に提案を始めました。 インドネ

シアでは、 ヘアドライヤーを主力商品に取り

上げています。 肌の角質層まで潤いを届け

るスチーマーや 「美顔器」 など１台 300 万

ルピア以上の高所得層向け美容ケア商品

も販売しています。

ヘアドライヤーは低～高価格の商品をそ

ろえる中で、 ボリュームゾーンは 30 ～ 40

万ルピア台の低価格商品群。 電力不足の

インドネシアならではの販売上の制約もあり

ます。 高機能のヘアドライヤーは 1500 ～

2000 ワットが普通ですが、 インドネシアの

一般家庭では 1000 ワット以上の家電が使

えない場合が多いからです。

需要を喚起に向けあの手この手

美容家電はとくに 「需要創造」 をする必

要がある分野です。 冷蔵庫や洗濯機など

日常生活で必要な機能性商品と違って、 い

わゆる官能性商品で必ずしも必需品であり

ません。 それだけに消費者に夢を売る、 つ

まり需要を創造する努力が必要となります。

ですが、 それにはさまざまな試行錯誤も

Expo 2017」 でも大々的にイベントを行い、

知名度の普及に努めています。

日本の技術を導入、 ジャパン ・ ク

オリティーで売り出す

さらに、 インドネシア市場で、 ジャパン ・

クオリティを全面に打ち出す作戦を開始しま

した。 日本のテクノロジーが効率よく快適な

生活を実現するというコンセプトです。 ロー

カルや台頭するアジア勢家電メーカーにな

い日本のクオリティ感を出すことが不可欠

だと考えています。

昨年は、 日本技術を搭載したプロ用の

バリカンを東南アジアで初めてインドネシア

で売り出し、 プロの高い評価を得ました。

他の美容商品も、 プロ向け製品を通して

一般消費者の間でも商品イメージの向上、

販売拡大を狙っています。

消費は 2019 年後半から膨らむ期

待、 日本のリードで市場拡大

インドネシア経済の伸びはインフラ投資が

けん引しており、 家電業界は実のところ需

要は思ったほど伸びておらず、 経営的にも

まだ苦しいところです。 ただ、 19 年後半に

ふたたび消費が復活、 健康や教育関連分

野で需要が膨らんでいくと予想しています。

潜在市場を見据えて今がまさに事業拡大

に向けた準備が必要と日本メーカー各社は

考えているでしょう。

需要を創造する努力が必要な健康美容

業界。 パイの奪い合いよりまずパイの拡大

が業界の今後のカギを握っており、 日系企

業の意欲的な取り組みが新規需要を刺激

し、 業界全体が活性化する時代はそう遠く

ないと考えています。

避けられません。 例えば日本で一躍ヒット

商品となった電動歯ブラシ。 万年筆のよう

な携帯歯ブラシというコンセプトで男性受け

を狙い、 「ポケットドルツ」 という商品企画

をしましたが、 発売前のマーケティング調

査で女性向けの 「ランチみがき」 にむしろ

市場可能性があると判断し、 そのコンセプ

トで商品もピンクなど鮮やかな色合いのもの

をそろえました。 これが見事に当たり、 新

しい市場を切り開きました。

この経験ももとにインドネシアにも電動歯

ブラシを導入してみました。 しかし、 結果

は失敗でした。 インドネシアはそもそも電動

歯ブラシというものがない市場。 需要を喚

起するまでに至らなかったんです。

今、 需要開拓に力を入れているのはヘ

アドライヤーです。 単に髪を乾かすだけで

なく美しく格好良く 「ケアする」 という一歩

先のドライヤーの需要を伸ばす作戦に出ま

した。 狙う客層は高所得層、 とくにチャイ

ニーズ系。 この層の潜在需要の掘り起しが

目下の課題です。 マスメディアでの宣伝は

せず、 お試し会場で体感してもらいＳＮＳや

口コミでの広がりを狙っています。

昨年から日系ヘアサロンとタイアップし、

ふわっとする髪を感じられるシチュエーショ

ンを創り出しました。 ヘア展示会 「Hair 

会社名 PT Panasonic Gobel Indonesia

業態 家電販売会社

進出時期 １９６０年
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パナソニックのグループ会社 「パナソニック ・
ビューティー」 がアジアで展開を図っています。
新市場の美容分野において、 インドネシアの
市場開拓の現状と展望をお話します。

ドライヤーを主力に展開

パナソニック ・ グループが全社を挙げて、

アジアの市場でパナソニック ・ ビューティー

戦略に乗り出したのは 2011 年。 2013 年

にはインドネシア含む東南アジアの国でも開

始しました。 美容商品群の中から 「ヘアケ

ア」 「フェイスケア」 「ボディケア」 などを中

心に消費者に提案を始めました。 インドネ

シアでは、 ヘアドライヤーを主力商品に取り

上げています。 肌の角質層まで潤いを届け

るスチーマーや 「美顔器」 など１台 300 万

ルピア以上の高所得層向け美容ケア商品

も販売しています。

ヘアドライヤーは低～高価格の商品をそ

ろえる中で、 ボリュームゾーンは 30 ～ 40

万ルピア台の低価格商品群。 電力不足の

インドネシアならではの販売上の制約もあり

ます。 高機能のヘアドライヤーは 1500 ～

2000 ワットが普通ですが、 インドネシアの

一般家庭では 1000 ワット以上の家電が使

えない場合が多いからです。

需要を喚起に向けあの手この手

美容家電はとくに 「需要創造」 をする必

要がある分野です。 冷蔵庫や洗濯機など

日常生活で必要な機能性商品と違って、 い

わゆる官能性商品で必ずしも必需品であり

ません。 それだけに消費者に夢を売る、 つ

まり需要を創造する努力が必要となります。

ですが、 それにはさまざまな試行錯誤も

Expo 2017」 でも大々的にイベントを行い、

知名度の普及に努めています。

日本の技術を導入、 ジャパン ・ ク

オリティーで売り出す

さらに、 インドネシア市場で、 ジャパン ・

クオリティを全面に打ち出す作戦を開始しま

した。 日本のテクノロジーが効率よく快適な

生活を実現するというコンセプトです。 ロー

カルや台頭するアジア勢家電メーカーにな

い日本のクオリティ感を出すことが不可欠

だと考えています。

昨年は、 日本技術を搭載したプロ用の

バリカンを東南アジアで初めてインドネシア

で売り出し、 プロの高い評価を得ました。

他の美容商品も、 プロ向け製品を通して

一般消費者の間でも商品イメージの向上、

販売拡大を狙っています。

消費は 2019 年後半から膨らむ期

待、 日本のリードで市場拡大

インドネシア経済の伸びはインフラ投資が

けん引しており、 家電業界は実のところ需

要は思ったほど伸びておらず、 経営的にも

まだ苦しいところです。 ただ、 19 年後半に

ふたたび消費が復活、 健康や教育関連分

野で需要が膨らんでいくと予想しています。
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が業界の今後のカギを握っており、 日系企

業の意欲的な取り組みが新規需要を刺激

し、 業界全体が活性化する時代はそう遠く

ないと考えています。

避けられません。 例えば日本で一躍ヒット

商品となった電動歯ブラシ。 万年筆のよう

な携帯歯ブラシというコンセプトで男性受け

を狙い、 「ポケットドルツ」 という商品企画

をしましたが、 発売前のマーケティング調

査で女性向けの 「ランチみがき」 にむしろ

市場可能性があると判断し、 そのコンセプ

トで商品もピンクなど鮮やかな色合いのもの

をそろえました。 これが見事に当たり、 新

しい市場を切り開きました。

この経験ももとにインドネシアにも電動歯

ブラシを導入してみました。 しかし、 結果

は失敗でした。 インドネシアはそもそも電動

歯ブラシというものがない市場。 需要を喚

起するまでに至らなかったんです。

今、 需要開拓に力を入れているのはヘ

アドライヤーです。 単に髪を乾かすだけで

なく美しく格好良く 「ケアする」 という一歩

先のドライヤーの需要を伸ばす作戦に出ま

した。 狙う客層は高所得層、 とくにチャイ

ニーズ系。 この層の潜在需要の掘り起しが

目下の課題です。 マスメディアでの宣伝は

せず、 お試し会場で体感してもらいＳＮＳや

口コミでの広がりを狙っています。

昨年から日系ヘアサロンとタイアップし、

ふわっとする髪を感じられるシチュエーショ

ンを創り出しました。 ヘア展示会 「Hair 

会社名 PT Panasonic Gobel Indonesia

業態 家電販売会社

進出時期 １９６０年 デトックスもアンチエイジングも
～女性の間で美意識高まる
女性はいつも美しく健康でありたいも
の。ジャカルタでもデトックス、アンチエ
イジングなど西洋的な考えは美への意識
が特に強い女性の間で浸透してきた。高
級化粧品は海外ブランド、なかでもスキ
ンケア商品は韓国ブランドのイメージが強
い。最近ではローカル系のブランドも増え
ている。中高所得者層を中心に、ブラン
ドを気にしながら美容にお金をかける人々
が増えてきている。
美容運動として体と心のバランスを整
えるヨガも少しずつ人気が広がっている。
健康を売りにしたヘルシーフード店も真
新しさを求める都会の若者中心に人気を
得ている。

美 容 スキンケア

年中続く強い日差しや、 揚げ物が多め

の食生活などにより肌荒れに悩む女性も多

い。 美肌 ・ 美白への強い憧れがあり、 スキン

ケア系のクリニックやビジネスも成功している。 日

本と同じく、 高級品はショッピングモールの化粧品専門

店で、 低～中価格帯商品は薬局やスーパーで扱われている。

ローカル系では、 中高所得者層向けのクリニックからスター

トした 「エルハ ・ デルマトロギ （Erha Dermatology）」 が商品

開発も行いスキンケアブランドを確立。 クリニックを備えた店

舗では一般の肌トラブルにも対応し、 皮膚科クリニックといえ

る。 個別の症状に合わせた基礎化粧品やヘアケア用品も取り

揃える。 美白効果のあるレーザー照射やリフトアップ効果のある

ハイフなど機器を用いた治療もあり。 ビタミン C 系の美容液も人

気という。

日系では、 資生堂、 コーセー、 カネボウなどのブランド認知度が高いが、

どちらかと言えば高所得者向けである。 中間層向けの薬局で海外やローカルブランドと

並んで売られているのがロート製薬の 「肌ラボ」 シリーズで、 価格も 1 商品あたり数万

ルピア前後でリーズナブル。

海外のスキンケアでは、 オーガニックの植物や果実を原料とした英国の化粧品メー

カー、 ザ ・ ボディショップ （The Body Shop） がジャカルタ首都圏に 51 店舗、 フランス

発の自然派系コスメブランド、ロクシタン （L’OCCITANE）も合計 24 店舗を展開している。
ヨガ

じわじわと愛好者を増やしているヨガ。

2004 年に、 外国人の客層が多い南ジャ

カルタのおしゃれエリア、 クマン地区で

ヨガスタジオ 「ビクラムヨガ ・ ジャカルタ

（Bikram Yoga Jakarta、 Yoga@42）」

がオープン。 現在はスポーツの

メッカ、 スナヤン地区にも

スタジオを持つ。 海外

で指導を受けた外国

人インストラクターが

オーナーとしてスタ

ジオを運営するケー

スが多く、 ヨガ専門

で幅広くチェーン展開

しているスタジオはまだ

ない。 今後ビジネス機会の

拡大が見込まれる。

ビジター料金は 1 回 20 万～ 40 万ル

ピア程度と安くはない。 1 カ月通い放題、

1 年間通い放題といった回数制限のない

プランが主流である。 ヨガマット、ヨガウェ

アなどの価格帯は日本よりも高く、 ウェア

だと上下セットで 200 万ルピアはする。

メンテン地区にあるスタジオ 「ホット 3 ヨ

ガ （Hot3Yoga）」 は 9 割が女性客で、

腰痛や肩こりの改善と健康維持を兼ね

て定期的に通っている人が多いという。

ヘルシーフード

中間層の間でもっとも消費が旺盛なのは「食」である。 人気のモール内には次々と新しい

飲食店やカフェがオープンし、 まさに食ブーム真っ只中。 嗜好（しこう）の多様化に合わせて

ヘルシーを売りにした飲食店もぞくぞく登場している。

健康 ・ 美容を

訴求する美人鍋

日本で居酒屋 「塚田農場」 を展開する

飲食チェーン大手エー ・ ピー ・ カンパニーが

2017 年 5 月にジャカルタ 1 号店をオープン。

コラーゲン鍋を中心に日本料理を提供。 野菜

が多く取れ、 ノンオイルなヘルシー料理を

健康 ・ 美容志向に訴求。 食材の地産

地消にも力を入れる。 夜は仕事帰

りの会社員や家族連れで

にぎわう。

野菜摂取を全面に出

したサラダストップ！

シンガポール発のサラダ専門店。 2016

年末にジャカルタに１号店をオープンし現在

4 店舗を展開している。 60 種類以上の具と

約 20 種類のドレッシングから好みの材料

を選びオリジナル ・ サラダを作れる。

シーザードレッシングが売り。 使用

する野菜の 85％が国内産。

参考 ： https://kawaiibeautyjapan.com/article/4399/10-produk-kecantikan-

drug-store-terpopuler-di-jepang

http://femaledaily.com/blog/2016/08/02/5-skin-care-wajib-dibeli-dari-jepang/

http://www.jakartashimbun.com/member/detail/35257.html

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP441198_R30C17A3000000/

http://www.rejuve.id/ | https://www.getscoop.com/berita/lokasi-menikmati-

cold-pressed-juice/

スムージーの

リ ・ ジューヴ

果物や野菜 100% のフレッシュジュース、

スムージーを販売する店。 現在ジャカルタ首

都圏に 40 店舗展開。 ボトルジュースは 3 万

8000 ルピアからで、 普通のジュースに比

べ 4 倍の値段がするが、 10 本まとめ買

いをする人もいるほど健康志向の人

には人気。 オンラインで定期

購入する人もいる。
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INTERVIEW
スウェ オラ ジャムゥ

伝統生薬 「ジャムゥ」 を現代風に

アレンジ

「ジャムゥ」 は、 インドネシア人なら誰でも

知っている伝統的な生薬飲料です。 体に

効くとされる多種多様な香辛料や地下茎な

どの原料を調合しています。 ショウガ、 ウコ

ン、 カルダモン、 タマリンド、 シナモンを中

心にマイルドさを出す米粉、 サトウキビヤシ、

蜂蜜などが材料で、 これらを調合してドリン

クを作ります。

2013 年に第 1 号店を夫婦でオープンし、

現在は提携店も含めジャカルタ （7 店）、

バリ （4 店）、 スラバヤ （1 店） と徐々に店

を拡大中です。

「ジャムゥは知っていても飲んだことが無

い」 という世代が増えています。 市場経済

の急速な浸透のなかで伝統的なジャムゥを

売り歩くおばさんたちは減り、 製薬会社が

工場で製造する飲料が取って代わっていま

す。 伝統的な健康維持の食文化が衰退し

ていくことに危機感を感じて、 夫婦二人三

脚でこのカフェを始めました。 雰囲気作りを

大切にし、 自ら店舗の内装からスタートしま

した。 原料もジャカルタ近郊の農家から直

接購入しています。

店を始めた当初はマーケティングもかなり

大変でしたが、 最近健康に気遣う人が増

えてきたことを実感しています。 ジャムゥの

理解には、 背景 ・ 知識を伝えることが重

要だと気付き、 インドネシア国内外で普及

活動を行っています。 症状が出てから飲む

「薬」 と同じものと誤解されていますが、 実

際は健康維持管理のため日常的に摂取す

るのが好ましいのです。 そんな意識を浸透

させる取り組みがまずは必要ですね。

若 者 の カ フ ェ 利 用 ス タ イ ル、

嗜好に合わせた戦略

体の凝りや頭痛など病気ではないが体に

不調を感じる人が訪れてくれます。 オーガ

ニック志向やデトックスに関心を持ち始めた

女性の来店も増えていて、 社会の健康志向

会社名 スウェ オラ ジャムゥ（Suwe Ora Jamu）

業態 健康飲料カフェ

進出時期 2013年（1号店開店）

ノ
フ
ァ 

デ
ウ
ィ
氏

創
業
者

の高まりを実感しています。 若者に受け入れ

られるためには、 工夫が欠かせないです。

味に関しては、 伝統的なジャムゥは苦味が

強いので若い世代に受け入れられません。

舌触りをよくするなど、 若者向けに商品化

などを提案、 試行錯誤を繰り返しています。

特に見た目の美しさにこだわりっています。

カラフルなドリンクや清潔感のあるパッケー

ジは若者にも受け入れやすいようです。 ま

た、 保存が効く乾燥茶葉など自宅で手軽

に飲めるジャムゥも開発しています。 野菜や

果物を加えたスムージーのようにしたり、 鮮

やかな色にするためにハイビスカスを取り入

れたりするなど工夫しました。

メニューには、 ジャムゥの原料に何が使わ

れているか、 その効用がそれぞれわかるよ

うに書いています。 定期的にモールや店舗

でイベントも開催しています。 最近では口コ

ミが広がり、 ベトナムやフランスなどから引き

合いも出始めました。 将来的には商品の輸

出も見据えています。

カフェで提供するジャムゥは約 70 種類で、

価格帯は 1 杯 1 万 5,000 ルピア（約 125 円）

からと通常のカフェで提供されるコーヒーより

手ごろな値段です。 ジャワの伝統的なスナッ

クや軽食も提供しています。 独自に開発し

た瓶詰 （290 円） は保存料なしで開封前

は 1 年保存がきくように開発を重ねました。

日系のイオンモールでも取り扱っています。

こうした地道な努力で、 少しずつですが、

現代の新しいジャムゥ文化を再び根付かせ、

将来的には海外での展開も考えています。

落ち着いた雰囲気の店内

独自に商品開発したジャムゥ 7 種類

- 健康志向の若者にアプローチ -
　南ジャカルタのクバヨラン ・ バルのおしゃれな伝
統健康飲料のお店がスウェ オラ 「ジャムゥ ・ カ
フェ」 である。 カフェに訪れる客層はさまざまだ。
土日の昼は主婦層や家族連れ、 平日は午後 3
時から開店し会社帰りの若者や、 学生など。 カ
フェでおしゃべりをするのが若者の流行というこ
ともあり、 時間が遅くなるにつれ賑わいを増す。
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・ アンケート調査

・ 世代別座談会

04

健康や老後に対する
意識 ・ 活動実態
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に対する

意識 ・ 活動実態

健康

年代を問わずほぼ全ての回答者が 「健康に気を使っている」 と回答した。 「とて
も気を付けている」 との回答は 7 割前後を占めて高水準にある。

健 康 管 理 ・ 増 進 の 意 識 調 査
ジェトロは、ジャカルタ市民の健康増進および退職後の生活等に関する意識調査を実施
した。ジャカルタ市民の健康意識は総じて高く、健康増進活動も意欲的に行なわれている。
退職後の生活や介護のあり方については、世代間による意識の差が見受けられた。

「ジャカルタ市民の
健康長寿意識」 調査

ア ン ケ ー ト 調 査 は、 男 女 各
200 名 （ 合 計 400 名 ） を 対
象 と し、 2017 年 12 月 に YCP 
Southeast Asia 社が実施。 20
代、 30 代、 40 代、 50 代の各
年齢層からそれぞれ 100 名（男
女各 50 名） が回答。

年代を問わず、 家族の存在が健康を意識する最大の動機であるが、 年代が上がるにつれて
家族の割合は減少する。 代わりに、 年代の上昇とともに、 体力の維持、 病気の予防、 医
療費の節約などが増加する傾向にある。

図 .2

50代

40代

30代

20代

79%

74%

69%

75%

20%

24%

31%

25%

1%

2%

0%
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1 宗教が最も重要

2 高い健康意識、 ５０代では約８割
3 ８割以上が健康づくり

4 年齢ととも病気にならない

身体づくりを意識

生活の中で、 ｢ 宗教 ｣ が最も重要と答えた人
の割合は年代を問わず最も多く、 国民の 8
割以上がイスラム教徒であることが影響して
いると考えられる。 一方で、 健康が最も重要
と答えた人の割合は年代が上昇するごとに増
加し、 50 代は 40％と宗教の 41％とほぼ同水
準となる。

宗教 家族健康

資産形成キャリア

とても気をつけている ある程度気をつけている 気をつけていない

ほぼすべての年代の人が、 日常的に何かしらの健康増進活動をして
いる。 「全くしない」 の割合は年代を問わず 0 ～ 1％台と、 頻度の差
はあるもののほぼすべての人が健康増進活動をしている。

( いつも42％ | 頻繁に 42％ )
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‐ 生活における最重要要素 ‐

‐ 健康に対する意識の度合 ‐

‐ 健康増進に取り組む頻度 ‐

‐ 健康を意識する理由 ‐

自己表現
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図 .8

年代を問わず、 運動の割合が最も高い。 年代が上昇するにつれ、 「瞑想 ・ 礼拝」、 「健
康診断」、 「マッサージ ・ セラピー」、 「血圧管理」 など体を激しく動かさない健康増進活
動の割合が高まる傾向にある。

5

20 代 30 代 40 代 50 代 

健康のために６割が運動

9
子どもの健康のために
食生活改善

日本が最も健康的なイメージ
( 数字は 「とても健康」 「健康」 と回答した割合 )
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日本を 「とても健康」 とイメージする人の割合は 56％
と他の国 ・ 地域と比較し突出しており、 「健康」 をあ
わせても 95％と最も健康イメージが高い。 しかし、 韓
国に対しても 90％近くの人がポジティブな健康イメー
ジを持っており、 健康ブランドの浸透において、 日本
の強い競合相手となっている。

7
6 ５０代、 健康のために

１００万ルピア支出可能
支出額と支出可能額はともに、 年代の上昇とともに増加する傾
向にある。 支出額と支出可能額の差は年代が上がるにつれて
拡大し、 特に 50 代はその差が約 34 万 8,000 ルピアと支出余
力は２０代の４倍に上る。

とても健康 不健康健康 とても不健康

20 代は若干少ないが、 総じて子どもの健康増進への意識は高い。 具体的には、 積極的な野菜
の摂取や塩分・糖分を避けるなど、 食事の中で健康を意識する家庭が多い。 しかし、 「ワクチン」
や 「サプリメント」 もそれぞれ 64％と 49％と、 利用は多い。
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‐ 子どもの健康増進を意識しているか ‐ ‐ 子どもの健康増進のために行っていること ‐

‐ 健康増進に関する情報源 ‐

‐ 健康増進のために取り組んでいること ‐

‐ 健康イメージの国別比較 ‐
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8
情報源はネットと
ソーシャルメディア

年代を問わず、 健康増進に関する情報源はインター
ネットとソーシャルメディアが中心である。 年代の上昇
とともに 「セミナー ・ イベント」 や 「雑誌」 の割合が
増加するものの、 インターネットとソーシャルメディアに
は及ばない。

20 代 30 代 40 代 50 代 

単位＝ルピア

（注） n=400

（注） n=400

（注） n=400

（注） n=351　健康増進に取り組んでいる対象者

‐ 健康増進に対する支出額と支出可能額 （月額平均） ‐

（注） n=320 （子どもを持つ対象者）

（注） n=304 （子どもを持ち、かつ子どもの健康増進を意識している対象者）
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退 職 後 に 対 す る 意 識 調 査

年代を問わず、 退職後の生活について比較的楽観的に考えている人がほ
とんどである。 「とても楽観的」 と答えた人の割合は年代の上昇とともに減
少し、 20 代と 50 代で 10% の差がある。

年代問わず退職後の
生活には楽観的

2

「とても不安」 なこととして 「医療費負担」 を挙げた人の割合は
最も高く、 「健康を保てるか」 がそれに続く。 一方で、 介護者
や住居の確保についての不安は比較的少ない。

退職後の生活、 6 割が医療費負担を懸念
( 数字は 「とても不安」 「不安」 と回答した割合 )

3

年代を問わず、 「家族と時間を過ごす」 と
「旅行」は 90％以上と高い割合になっている。
一方で、 シニアコミュニティ活動や仕事 （ア
ルバイト等） への参加意欲は、 年代が上が
るにつれ上昇する傾向にある。

退職後は家族と過ごし、

旅行やスポーツも
4

年代が上がるにつれ退職したい年齢も上昇する傾向にある。 経済事情な
どにより現実的な回答をする人が増えたためと考えられる。 特に、 60 歳
を境に年代間の意識の差が大きく、 60 歳までに退職したい割合は 40 代
以下で 80％前後であるのに対し、 50 代は 60％と開きがある。

１
６０歳、 ７０歳でも働きたい
５０代で４割
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‐ 退職したいタイミング ‐

（注） n=400

（注） n=400

（注） n=400

（注） n=400

‐ 退職後の生活へのイメージ ‐

‐ 退職後の生活に対する不安要素 ‐

‐ 退職後にやりたいこと ‐
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年代を問わず、 何かしら退職後の準備をしている人の
割合は 55 ～ 60％と、 退職が迫る 50 代でもそれほど
準備の必要性を感じていないことが伺える。 「かなり準
備している」 と回答する退職後に対して意識の高い層
は年代に関係なく１割強存在する。

６割が退職後に
向けて準備

5

4,000,001 ルピアが一つの境界線になっており、 4,000,001 ルピア以上の割合は全回答の 43％
を占めている。 一方で、 500,000 ルピア以下の割合も 17％と一定程度存在しており、 必要と
考える退職後の生活費については個人差が大きいことが伺える。

退職後の生活、 ４割が

４００万ルピア以上必要

7

年代を問わず、 介護の担い手は 「子ども」 とする回答が最も多く 90％を超える。 しかし、 年代
が上昇するにつれ、 老人介護サービス、 メイド、 公共老人介護センターを肯定的に捉える傾向
は見てとれる。
「自分自身は誰に介護してもらいたいか」 では、 「子ども」 と回答した人の割合は年代の上昇と
ともに減少し、20 代と 50 代では 23% の差がある、一方で、年代の上昇とともに、老人介護サー
ビス、 公共老人介護センター、 メイドを肯定的に捉える傾向は見てとれる。

子どもに介護を期待6

‐ 家庭内の要介護者を誰がケアすべきか ‐

‐ 自身が要介護者になった時、 誰にケアしてほしいか ‐

為替レート ： 100 円＝ 12,022 ルピア （2017 年 12 月の中央値） （インドネシア中央銀行）
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‐ 退職後の必要生活費 （月額） ‐
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アンナ :当然やっているわ。社会人になっ
てから週に 2～ 3回、朝 30 分くらい早歩
きと腹筋運動。基本は１人だけどたまに
友達とやったりもするわ。
ビンタン : 私は月２回友達とズンバをやっ
ていて、あと日曜にときどき彼氏とジョ
ギングしているわ。１年半くらい続けて
いるの。
アンディカ : 私はジムに通ったり、ジョギ
ングしたり、フットサルしたり。ジョギ
ングは毎日じゃないけど朝 30 分くらい家
の周りのコンプレックス（区画）を走る
くらい。兄弟と一緒にここ 2～ 3 年くら
い続けているかな。
マハティール : 私はランニングとフットサ
ルとバスケットボール。週に５日は夜にパー
トナーと走っているよ。ここ 3～ 4年かな。

アンナ : たくさんダイエットしたんだけ
ど、なかなかうまくいかなくて。それで
一番脂肪が燃える早歩きにしたの。あと
は健康のためにね。30 歳過ぎると病気や
けがになりやすいし。だいたいの友だち
は運動するのを面倒くさがってサプリメ
ントを使ってダイエットしているわ。
ビンタン :わたしは友達にズンバに誘われ
たの。ウエストが細くなるって（笑）。やっ
ぱりおなかはやせたいわよね。ズンバは
動作がそんなに難しくないし。いつも決
まった友達と通っているわ。
アンディカ : ジョギングは手軽だし、もう
習慣になっているしね。体も元気になる
し、血液の循環が良くなる。でも友達の
みんながやっている訳じゃないよ。運動
しているのはごく一部かな。
マハティール :私のまわりは運動好きな友
達が多いよ。フットサルもバスケも友達と、
お互い誘い合ってやっている。あと運動し
ないとどうしても体がすっきりしないし、
病気になりやすくなるような感じがする。

\質問➊ /
普段、健康管理のために何か
取り組んでいることはありますか？

運動の動機はダイエット。肌の調子が整うサプリが人気。

アンナ : 27 歳のころから肌とか髪とか爪
を気遣いはじめて、薬局でチラシを読ん
だホワイト・ビューティ ( 商品名：White 
Beauty、肌の美容サプリメント ) を使っ
ているわ。
ビンタン :私は 20 歳のときからハーバ
ライフ（ブランド名：Herbalife、サプ
リメントやパーソナルケア製品などを販
売）、ナトゥルエー（商品名：natur-E、
ビタミン剤）、エネルボンシー ( 商品名：
Enervon C、ビタミン剤）、スス・コラー
ゲン（ススは牛乳のこと）、を飲んでいる
わ。母に勧められて、自分で決めて使い
始めたの。あと、健康ブレスレットもつ
けているわ。
アンディカ :私も明治のアミノコラーゲン
を１年ぐらい飲んでいるよ。あと還元ウ
オーターも２年ぐらい。母に勧められて
ね。あとときどき美容マスクを使ってい
る。使い始めたのは母のために買ったの
がきっかけ。
マハティール : 私は筋肉をつけたいから

\ 質問➌ /
健康管理や健康促進のために
普段利用している製品や
サービスはありますか？

サプリメントは
オンラインや
インスタ
で購入

元気なうちにリタイアして

旅行に行きたい

ダイエット
のために

早歩きしてい
る週に 5日は夜

に

ランニングを
3 ～ 4 年続け

ている

\ 質問➋ /
運動をする動機は何ですか？
またなぜその運動をしていますか？
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アンナ : やっぱり健康でいることよね。
ビンタン :  そうね。
マハティール : そうそう。
アンディカ : 健康はもちろんだけど、スト
レス無く生きたいからお金も十分必要か
な。あとジャカルタみたいな都会では過ご
したくないな。

ビンタン :  制度は確認したけど、年金と
医療保険の財源は分けた方がいいわ。
アンナ : サービスは改善されてきていると
思うわ。
アンディカ : 給与を天引きされて年金とし
て老後のために積み立てるんだよね。社会
保障はもっと透明性を高めた方がいい。
マハティール : 医療保険より年金制度を
もっと充実させた方がいい。積み立てた
お金が他のことに使われないようにして
ほしいな。

アンナ : おじさんがいるわ。一緒に住んで
はいないけど。おじさんの子どもたちが金
銭面も含めてお世話をしているよ。まあお
金の部分はおじさんも貯金があるけど。
ビンタン :  うちもおじさん。うちも一緒に
住んでないけど。お金の部分は子どもたちが
援助しているのと、不動産収入等があるわ。
アンディカ : うちはおじいちゃん。別々に
住んでいるけど。具合が悪くなると子ども
たちと介護士とで面倒みている。金銭的な
負担は保険もあるけど、あとは子どもたち
が払っている。
マハティール : うちもおじさん。一緒に住
んでないけど。やっぱり子どもたちが面倒
みて、たまにお手伝いさんが来ている。

\ 質問➎ /
退職の理想の年齢は何歳ですか？
退職後の生活に向けて何か

準備していることはありますか？

\ 質問➏ /
老後の生活を考えたとき、
あなたにとって一番重要な
要素はなんですか？

\ 質問➑ /
国の社会保障制度について
どう考えていますか？

\ 質問➐ /
家族の中に介護を必要とする
人はいますか？誰がその人の
面倒をみていますか？

アンナ : ヌリッシュ・スキン（商品名：
Nurish Skin、肌や髪の美容サプリメント）
は 30 万ルピア、ホワイト・ビューティは
40 万ルピア、SKⅡはセットで 2 5 0 万
ルピア、月額だとだいたい70万ルピアくらい
かな。サプリを飲むとやっぱり美白効果と肌
の調子が整うし、髪と爪もよくなるわ。疲れが
見えないようにね（笑）。日本のものは健康ネ
ックレスとかブレスレットを使っている。今
後登場してほしいものだと、免疫力向上に効
くものとか、健康にまつわる商品と
かに興味があるわ。
ビンタン :だいたい 30 万ルピアくらいか
しら。健康ブレスレットはプロモーション
で 180 万ルピアで買ったけど、ネックレ
スとセットになっていて、ネックレスは母
が使っているの。これは日本製品だったと
思うわ。サプリメントを飲むと肌の張りが
よくなるのよね。あとは寝起きがよくなる。
オンラインショップとかインスタグラムで
購入したわ。健康になる商品だったら新し
いものも興味あるわよ。
アンディカ :近所で買う還元ウォーターの
１ガロンが５万ルピアで、明治のスス・コ
ラーゲンが１パック20万ルピアとかかな。
使っていると肌がよくなるよ。体に悪いも
のは使いたくないな。
マハティール : プロテインは 6万～ 10万
ルピアくらいで、ビーコンプレックスは母
親のを飲んでいる。エスターシーは２万ル
ピアとか。月額だと 60 万～ 70 万ルピア
くらい使っているかな。

アンナ : 50 歳から 55歳かな。元気なうち
がいいよね。老後に向けた準備はね、食事
に気をつけたり、休息を十分とるようにし
たり、運動したりして健康に気遣っている
わ。あと貯金もはじめている。
ビンタン :私の理想は 45歳（笑）。女性は
か弱いからね。今から健康に気を遣ってい
るのと、積立貯金をはじめたわ。現金自動
預払機（ＡＴＭ）じゃなくて通帳を窓口に
もって行かないと引き出せないやつ。
マハティール:随分早いね（笑）。私は60歳。
保険に加入したのと運動を続けている。
アンディカ : 理想は 50歳かな。元気なう
ちにリタイアしてあちこち旅行にいきた
い。私も保険に加入したのと、前よりもっ
とお金を稼ぐようにしているよ。

\ 質問➍ /
月々どれくらいの予算を
健康関連の消費に割り当てて

いますか？

ここ２年ぐらいスス・エルメン（商品名：
Susu L-Men、プロテイン）を使っているよ。
あとアッペトン・ウェイトゲイン（商品名：
APPETON Weight Gain、プロテイン）、ビー
コンプレックス（商品名：b-complex、ビ
タミン剤）、エスターシー（商品名：Ester 
C、ビタミンＣサプリメント）。基本、広
告を見て使いはじめたかな。サプリメン
トを飲むと身体の調子がより整うよ。あ
とは健康のためと、血液の循環をなめら
かにするため。それとあたたかい枕を使っ
ている。父親が使っていたんだけどそれ
を借りて使うとこりがほぐれるんだ。

スティアワティ・
ビンタンさん

性別 : 女性 
年齢 : 22 歳
職業 : 銀行スタッフ
既婚・未婚 : 未婚
家族構成 : ４人暮らし /
両親の家

アンナさん

性別 : 女性 
年齢 : 34 歳
職業 : 金融サービス業
既婚・未婚 : 未婚
家族構成 : ２人暮らし /
両親の家

アンディカ・
プトラさん

性別 : 男性 
年齢 : 31 歳
職業 : カフェ経営
既婚・未婚 : 未婚 
家族構成 : ６人暮らし /
両親の家

マハティール・
ムハマッドさん

性別 : 男性 
年齢 : 25 歳
職業 : モーターボート製
造会社勤務
既婚・未婚 : 未婚
家族構成 : /5 人暮らし /
両親の家
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クララ : 数カ月前まで週３回エアロビを
やっていたわ。今はやめちゃったけど。
何カ月間しか続かなかったわ。
ヤンティ : 私もエアロビとジョギング。
エアロビはたまにやったりやらなかった
り、ジョギングは土日に家族とやってい
るわ。もう２年くらいになるかしら。
アロ : 10 年弱ぐらい前からいろいろやっ
ているよ。学生のときは時間もたくさん
あったから週２回テコンドー、週１回自
転車、週２回バスケットボールとみっち
りやっていたけど、今は家族でジャカル
タ南郊外のプンチャックに行って自転車
をこいだり、軽いジョギングを週２回や
るぐらいかな。プンチャックで自転車を
こぐのはジャカルタより空気がいいから
ね。もう若いころみたいにあまりハード
なことはできないよ。運動する日も特に
決めてないし。郊外で仕事の打ち合わせ
をすることも増えたから。
ロヒム : 運動は絶対やるよ。自転車とラ
ンニングを妻と子どもと休みの日（火曜

\ 質問➊ /
普段、健康管理のために何か
取り組んでいることはありますか？

家族でジョギングするのが人気。老後の生活は健康が一番。

クララ : ヌリッシュ・スキン（商品名：
Nurish Skin、肌や髪の美容サプリメント）、
ホワイト・ビューティ（商品名：White 
Beauty、肌の美容サプリメント）を飲ん
でいるのと、果物とミネラルウォーター
をたくさん摂るようにしているわ。４年
くらい前から。雑誌とかに体に良いって
書いてあるわよね。私の周りの友だちも
お肌をよくするためにみんな使っている
わ。あとスタミナ力アップのためにね。
ヤンティ : そうね、私はプリスティン（商
品名：Pristine、日本トリム社製造のミネ
ラルウオーター）をもう６年間飲んでい
るわ。夫がプリスティンで働いていてそ
れで健康にいいって知ったのよ（笑）
アロ : 私は疲労回復のサプリを飲んでい
る。あとスクアレンっていう魚の油の成
分のサプリ。ニュートリライト（商品名：
Nutrilite、アムウェイ社のビタミンサプ
リメント）ももう５年くらい。心臓にス
テント（治療器具の一種）を入れていて、
その頃に勧められた。スポーツ仲間はみ

\ 質問➌ /
健康管理や健康促進のために
普段利用している製品や
サービスはありますか？\ 質問➋ /

運動をする動機は何ですか？
またなぜその運動をしていますか？
クララ : そりゃ健康のためよね。脂肪を燃
やさないと（笑）
アロ : そう、俺もやせないと（笑）。最近
はおいしそうな食べものがたくさんあっ
てつい食べ過ぎちゃう（笑）。自転車とジョ
ギングは簡単だしカロリー消費もできる
しね。健康管理の時間をつくらないと。
ヤンティ : そうそう、会社はずっとエアコ
ンが効いているし、子どもたちもめった
に運動しないし。うちは夫が一度病気に
なってから家族で運動するように心がけ
ているの。ジョギングは簡単だしね。
ロヒム : 近所にも糖尿病の人がいてね、う
ちも健康に気をつけるようになった。で
も食べものは特に気を遣わずに食べたい
ものを食べているかな。

日と水曜日）の午前８時～ 10 時にやるよ
うにしていて、５年ぐらい経つ。

家族で土日に
ジョギングを
心がけています

脂肪を燃やす日本の
マッサージ機を
使っています

土地
を準
備し
てい
ます

老後
のた
めに

を

ミネラル
ウォータ

ー

たくさ
ん摂っ

ていま
す

と果物

ロヒム : サンゴビオンは会社に送って会社
の福利厚生で払っているからいくらだか
わからないな。日本の製品だとサプリと
かは試したことないけど、マッサージ器
は結構前から使っているよ。会社の組合
で 35 万ルピアで買ったかな。使うと気持
ちいいよ。特に不満はないけど、これか
ら出てきてほしいものとしたら安くてよ
く効く健康器具があるとうれしいな。
クララ : 私はヌリッシュ・スキンが 60 錠
で 30 万ルピアでしょ、ホワイト・ビュー
ティが 40 万ルピアでしょ、サプリメント
に月々それぐらいかけているかしら。やっ
ぱりお肌がよくなる気がするよ。シミが
消えるし、お肌が保護されている気がす
る。まだジャカルタにないものでほしい
ものは、日本で作ったビタミンのサプリ
メントがあったら欲しいわね。
ヤンティ : プリスティンは体に良いわよ
ね。ナトゥルエー（商品名：natur-E、ビ
タミン剤）は飲むと体が元気になって調子
がよくなる気がするわ。今使っているもの
に特に不満な点はないけど、美容に効くビ
タミンサプリなんてあれば試したいわ。
アロ : 飲んでいるサプリは、スクアレン（深
海鮫の肝油エキス）が１ボトル 30 万ルピ
ア、ニュートリライトが１ボトル 53 万ル
ピアくらいかな。日本のサプリメントは
試したことないけど、脂肪を燃やすとか
いうマッサージ器は使っているよ。１日
中付けている（笑）。１年前に買って 250
万ルピアぐらいしたかな。やっぱり脂肪
が燃えて体が引き締まるよ。ちょっと効
果が物足りないけど。あと、スクアレン
も飲んでいると体の調子がいいよ。今ジャ
カルタにはない商品だと、１日２回飲む
とやせるみたいなお茶があるよね。あれ
が欲しい。

\ 質問➍ /
月々どれくらいの予算を健康関連
の消費に割り当てていますか？

クララ : 健康でしょ。体を整えておけばプ
ラス思考になるし、病気になりにくいは
ず。私はそのために美容ケアに取り組ん
でいるわ。
ヤンティ :そうね。健康が一番よね。子ど
もの面倒もまだ見たいし。
アロ : そうそう健康だよね。いつまでもポ
ジティブに活動していたいし。
ロヒム:健康で長生きするここと、貯金かな。
老後資金のために土地を用意しているよ。

クララ : 義理の父が老後を迎えていて、私
が面倒を見ているよ。生活費はお父さんの
年金に加えて私が出したり、お母さんから
借りたりしているわ。
アロ :うちも義理の父だ。義理の妹が面倒見
ているよ。介護費用は私も出しているけどね。
ヤンティ :うちは母ね。私が面倒を見ている
けど、生活費は家族みんなで出しあっているわ。
ロヒム :うちは義理の母。義理の弟が面倒
見ていて、生活費は折半している。

ロヒム : 保険制度は今はずいぶんよくなった
よね。サービスもよくなってきた。
ヤンティ :規則は十分優れているわ。アイディ
アもまあいいかしら。

クララ : まあ 60 歳でしょうね。私は生命
保険に入っているわ。何歳まで生きるか
分からないし、子どもにも残せるから。
ヤンティ :女性は 55 歳、男性は 60 歳っ
てとこかしら。私は医療保険に入ってい
るわ。BPJS（国の医療保険制度）とプル
デンシャル。
アロ : 子どもが結婚したらもうリタイアし
たいよね（笑）。私も医療保険と株式投資
をしている。
ロヒム : 60 歳だろうな。私は会社の保険
に入っているよ。

\ 質問➎ /
退職の理想の年齢は何歳ですか？
退職後の生活に向けて何か準備
していることはありますか？

\ 質問➏ /
老後の生活を考えたとき、

あなたにとって一番重要な要素は
なんですか？

\ 質問➐ /
家族の中に介護が必要な人は
いますか？誰がその人の面倒

をみていますか？

\ 質問➑ /
国の社会保障制度について
どう考えていますか？

んなサプリを飲んでいるけど、仕事仲間
は使ってないかな。
ロヒム : 私は妻に勧められてサンゴビオン
（商品名：Sangobion、貧血予防の鉄分サ
プリメント）を飲んでいる。周りでも飲
んでいる人が多いよ。

クララ・マリアさん

性別 : 女性 
年齢 : 42 歳
職業 : サロン経営
既婚・未婚 : 未婚 
家族構成 : 両親と 5人暮
らし /持ち家

ヤンティ・ルワイダ・
ナスションさん

性別 : 女性 
年齢 : 50 歳
職業 : 通信社勤務
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 5 人暮らし /
持ち家

アロ・イウギニウス・
ジャムコさん

性別 : 男性 
年齢 : 43 歳
職業 : 実業家
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 6 人暮らし /
持ち家

ロヒムさん

性別 : 男性 
年齢 : 48 歳
職業 : ホテル勤務
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 5 人暮らし /
持ち家
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ロヒム : サンゴビオンは会社に送って会社
の福利厚生で払っているからいくらだか
わからないな。日本の製品だとサプリと
かは試したことないけど、マッサージ器
は結構前から使っているよ。会社の組合
で 35 万ルピアで買ったかな。使うと気持
ちいいよ。特に不満はないけど、これか
ら出てきてほしいものとしたら安くてよ
く効く健康器具があるとうれしいな。
クララ : 私はヌリッシュ・スキンが 60 錠
で 30 万ルピアでしょ、ホワイト・ビュー
ティが 40 万ルピアでしょ、サプリメント
に月々それぐらいかけているかしら。やっ
ぱりお肌がよくなる気がするよ。シミが
消えるし、お肌が保護されている気がす
る。まだジャカルタにないものでほしい
ものは、日本で作ったビタミンのサプリ
メントがあったら欲しいわね。
ヤンティ : プリスティンは体に良いわよ
ね。ナトゥルエー（商品名：natur-E、ビ
タミン剤）は飲むと体が元気になって調子
がよくなる気がするわ。今使っているもの
に特に不満な点はないけど、美容に効くビ
タミンサプリなんてあれば試したいわ。
アロ : 飲んでいるサプリは、スクアレン（深
海鮫の肝油エキス）が１ボトル 30 万ルピ
ア、ニュートリライトが１ボトル 53 万ル
ピアくらいかな。日本のサプリメントは
試したことないけど、脂肪を燃やすとか
いうマッサージ器は使っているよ。１日
中付けている（笑）。１年前に買って 250
万ルピアぐらいしたかな。やっぱり脂肪
が燃えて体が引き締まるよ。ちょっと効
果が物足りないけど。あと、スクアレン
も飲んでいると体の調子がいいよ。今ジャ
カルタにはない商品だと、１日２回飲む
とやせるみたいなお茶があるよね。あれ
が欲しい。

\ 質問➍ /
月々どれくらいの予算を健康関連
の消費に割り当てていますか？

クララ : 健康でしょ。体を整えておけばプ
ラス思考になるし、病気になりにくいは
ず。私はそのために美容ケアに取り組ん
でいるわ。
ヤンティ :そうね。健康が一番よね。子ど
もの面倒もまだ見たいし。
アロ : そうそう健康だよね。いつまでもポ
ジティブに活動していたいし。
ロヒム:健康で長生きするここと、貯金かな。
老後資金のために土地を用意しているよ。

クララ : 義理の父が老後を迎えていて、私
が面倒を見ているよ。生活費はお父さんの
年金に加えて私が出したり、お母さんから
借りたりしているわ。
アロ :うちも義理の父だ。義理の妹が面倒見
ているよ。介護費用は私も出しているけどね。
ヤンティ :うちは母ね。私が面倒を見ている
けど、生活費は家族みんなで出しあっているわ。
ロヒム :うちは義理の母。義理の弟が面倒
見ていて、生活費は折半している。

ロヒム : 保険制度は今はずいぶんよくなった
よね。サービスもよくなってきた。
ヤンティ :規則は十分優れているわ。アイディ
アもまあいいかしら。

クララ : まあ 60 歳でしょうね。私は生命
保険に入っているわ。何歳まで生きるか
分からないし、子どもにも残せるから。
ヤンティ :女性は 55 歳、男性は 60 歳っ
てとこかしら。私は医療保険に入ってい
るわ。BPJS（国の医療保険制度）とプル
デンシャル。
アロ : 子どもが結婚したらもうリタイアし
たいよね（笑）。私も医療保険と株式投資
をしている。
ロヒム : 60 歳だろうな。私は会社の保険
に入っているよ。

\ 質問➎ /
退職の理想の年齢は何歳ですか？
退職後の生活に向けて何か準備
していることはありますか？

\ 質問➏ /
老後の生活を考えたとき、

あなたにとって一番重要な要素は
なんですか？

\ 質問➐ /
家族の中に介護が必要な人は
いますか？誰がその人の面倒

をみていますか？

\ 質問➑ /
国の社会保障制度について
どう考えていますか？

んなサプリを飲んでいるけど、仕事仲間
は使ってないかな。
ロヒム : 私は妻に勧められてサンゴビオン
（商品名：Sangobion、貧血予防の鉄分サ
プリメント）を飲んでいる。周りでも飲
んでいる人が多いよ。

クララ・マリアさん

性別 : 女性 
年齢 : 42 歳
職業 : サロン経営
既婚・未婚 : 未婚 
家族構成 : 両親と 5人暮
らし /持ち家

ヤンティ・ルワイダ・
ナスションさん

性別 : 女性 
年齢 : 50 歳
職業 : 通信社勤務
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 5 人暮らし /
持ち家

アロ・イウギニウス・
ジャムコさん

性別 : 男性 
年齢 : 43 歳
職業 : 実業家
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 6 人暮らし /
持ち家

ロヒムさん

性別 : 男性 
年齢 : 48 歳
職業 : ホテル勤務
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 5 人暮らし /
持ち家
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ギナルティ :自宅のあるコンプレックス
（区画）の中を歩いているわ。20 年ほど前
から毎朝の習慣にしていて、だいたい１時
間ぐらいかしら。もう年だもんね（笑）。
近所のおばさまたちと一緒に楽しく歩いて
いるわよ。
ナニー : 私もウォーキングをやっている
わ。あとはゴルフ、若い頃はテニスをした
けど。ウォーキングはだいたい週２回くら
い、コンプレックスの中を歩くの。ゴルフ
は月４回くらいかな。50 歳を過ぎたくら
いから続けているわ。夫と一緒にやってい
て、健康のために始めたけれど、今ではも
う習慣になっているわ。
バンバン : 私も毎朝のお祈り（午前４時半ご
ろ）の後に歩いているね。あとは家でジョギ
ング。40歳を過ぎたころから始めているよ。
ザイナル : 私も自宅のある東ジャカルタの
テベット地区からチャワン地区まで３キロ
ほどジョギングしたり、歩いたり。

\ 質問➊ /
普段、健康管理のために何か
取り組んでいることはありますか？

\ 質問➋ /
運動をする動機は何ですか？
またなぜその運動をしていますか？
ギナルティ : 近所のおばさまたちと健康の
ためにやっているの。すぐ病気にならない
ようにね。ウォーキングは私たちの年齢に
は丁度良いのよ。
ナニー : あと子どもたちにあまり面倒をか
けたくないからね。それと太らないように
（笑）。ゴルフは運動しながら友達もできる
から楽しいわ。
バンバン : 運動しないと身体の調子が悪く
なるしね。もう年だから健康に気をつけな
いと（笑）。あと運動していると、身体の
調子も自分でよくわかる。呼吸や心臓に
あまり負担がかかると疲れてしまうから
ウォーキングが一番。
ザイナル : イスラムやインドネシアのこと
わざに「病気になる前に健康を保ちましょ
う」というものがあり、健康維持に取り組
むのは自然なこと。ウォーキングならお金
もかからないし、みんなでできる。

ギナルティ : ビタミン剤と子どもが買って
きた日本茶を飲むようにしている。あと子
どもに言われてオメガ３脂肪酸のサプリメ
ントを摂ってる。60 歳を過ぎたころから
だから 4 ～ 5 年くらい。抵抗力をつけた
いのと、体が丈夫になれば健康になれるか
ら。周りの友人で同じものを使っている人
はいないかな。
ナニー : 私はビタミン剤のほかには、カル
シウムとナトゥルエー（商品名：natur-E 、 
ビタミン剤）を摂取しているわ。あとは色々
試してみるのが好き。医療系の広告を見た
り、友人や年下の親戚から教えられたり。
逆に私が友人に勧めたり。ナトゥルエーは
周りの友人でも使っている人が多いかな。
カルシウムは薬局でサプリメントを買って
飲んでいるの。もう 10 年くらい。
バンバン : 私も 45 歳を過ぎた頃からビタ
ミン剤と牛乳を摂るように心がけている。
ビタミンはサプリメントの B12、ビーコン
プレックス（商品名：b-complex、ビタミ
ン剤）、ビタミンＡを薬局で買っている。

\ 質問➌ /
健康管理や健康促進のために
普段利用している製品や
サービスはありますか？

ウォーキングが丁度良い。身体の大部分を占める水は大切。

ミネラルウォーターを
積極的に飲んでいます

ビタミン剤と
牛乳を取るように

しています。

夫とゴルフを
月に 4回程度楽しんでます

日本茶を愛飲しています
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てもらっているわ。政府の政策については
よくわからないわ。BPJS については今手
続き中。理想の退職年齢は 65 歳かな。
バンバン : だいたい 800 万から 900 万ル
ピアの月収がある。具合が悪いときは子ど
もに面倒を見てもらうよ。BPJS は入って
ないよ。まあ定年は 60 歳くらいかな。
ザイナル : 800 万から 900 万ルピアの月給
をまだもらっている。それに鶏肉料理の
小さな食堂をやっていて、その月収が 400
万から 500 万ルピアくらい。具合が悪く
なったら子どもと妻に見てもらうな。BPJS
は入っているよ。政府の政策は改革後よく
なったね。定年年齢については、私は生涯
現役主義だから、理想はないよ。死ぬまで
働くのが一番幸せさ。

ギナルティ : 夫の年金、株式投資の運用益、
保険、子どもの援助などの収入がある。病
気や具合が悪いときは、息子が面倒を見て
くれるの。政府の政策は、現在の BPJS（国
の医療保険制度）で十分じゃないかしら。
理想の退職年齢は 60 歳ね。
ナニー : ５年くらい前から近所に従業員４
人くらいの小さな食堂を開いて、それが老
後の収入源になっているわ。何でレストラ
ンかって？毎日現金収入を得られるから
よ。具合が悪くなったら子どもに面倒を見

\ 質問➍ /
月々どれくらいの予算を健康関連
の消費に割り当てていますか？
日本の製品・サービスで何か
使っているものはありますか？
また効果はどうですか？

まだジャカルタにないもので、
今後登場してほしい製品・
サービスなどはありますか？
ギナルティ： 月の予算は特に計算してい
ないわ。日本のものだと、日本茶とオメガ
のサプリを使ったことがあるわ。期待する
効果としては健康になれることね。以前は
もの忘れが多かったけど、今は少なくなっ
たから効果があったと思う。特に不満もな
いし、今ないもので新しく欲しいサービス
や商品も特にないわ。
ナニー : 私も別に月の予算は決めてないわ
ね。なくなったら買うだけ。一番高い買い
ものは友達から健康にいいって勧められた
日本の還元ウォーターの整水器ね。5000
万ルピアを２年ローンで購入したわ。値段
は高かったけど、健康に良いと思う。友達
も使っているし。あと健康器具の機械が家
にある。夫が買ってきたのでいくらしたの
か知らないけれど。これから出てきて欲し
いものも特にないかな。
バンバン : ビーコンプレックスが 50 錠
入って３万 5000 ルピアで、それがなくな
りそうになったら買うかな。日本のもの？
お茶とか？興味ないなあ。だってただのお
茶でしょ？ビタミンがたくさん入っている
のならいいけど（笑）。ミラグロス（商品名：
Milagros、アルカリイオンウオーター）は
飲んでみたいかな。あとはビーコンプレッ
クスで十分。効果もあると思っているよ。
疲れにくくなるし。今ないもので新しいも
のも特に欲しいものはないな。

ザイナル :日本のものは、レストランとか
で日本食は利用することはあるけど、サプ
リメントや薬とかは使ったことがない。健
康器具は、頭のマッサージ器具で 20 万ル
ピアくらいだったかな。健康器具の即売会
で商品を試したら欲しくなって買った。使
うと気持ちいいよ。今はこれ以上別の欲し
いものはないけど。
モデレーター：水に関するこだわり製品
が人気ですね。
ナニー :だって私たちの体は水で出来てい
るのだから、水は大切よ。
バンバン : 老廃物を出すためにも、水はた
くさん飲まなくっちゃね。

本を読んで摂った方がいいと思った。友達
とは特にこういう話はしない。
ザイナル : 私はビタミン剤は使ってない
けど、スス・ベア・ブランド（商品名：
Susu Bear Brand、牛乳）、スス・アレン（商
品名：Susu Anlene、中高年向けカルシウ
ム強化粉ミルク）、緑豆のおかゆ、ミネラ
ルウォーター、半熟卵などを積極的に食べ
るようにしている。

バンバン・ワヒュー・
ウィドドさん

ナニーさん ザイナル・
アビディンさん

ギナルティさん

性別 : 女性 
年齢 : 65 歳
職業 : 専業主婦
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 子ども夫婦と
６人暮らし /持ち家

性別 : 女性 
年齢 : 65 歳
職業 : 専業主婦
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 4 人暮らし /
持ち家

性別 : 男性 
年齢 : 61 歳
職業 : 建設会社勤務
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 子ども夫婦と
5人 / 持ち家

性別 : 男性 
年齢 : 63 歳
職業 : 元旅行会社勤務
既婚・未婚 : 既婚
家族構成 : 妻と２人暮ら
し /持ち家

\ 質問➎ /
経済的な支えについて、現在
どのようにお過ごしですか？
介護を必要とする場合、

その介護は誰がされますか？
国の社会保障制度について
どう考えていますか？理想の
定年年齢は何歳ですか？
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