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投資事業分野に関する大統領規程 2021年第 49号 

添付書類リスト 

 

No. 添付書類 タイトル ページ 

1 添付書類Ⅰ 優先事業分野リスト ２ 

2 添付書類Ⅱ 協同組合及び中小零細企業に割り当てられている又は協同組合及び中小零細企業

とのパートナーシップに基づく事業分野 

４２ 

3 添付書類Ⅲ 特定の条件に基づく事業分野リスト ５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本資料は、大統領規定（原文はインドネシア語）を参考までにジェトロ・ジャカルタ事務所が和訳したものですが、定訳で はなく、あくまでも仮

訳です。出来る限り正確な翻訳につとめましたが、内容の正確性・完全性については保証いたしかね ます。正確な理解のため、原文も必ず参照さ

れることをおすすめいたします。また、ジェトロ・ジャカルタ事務所は本資料 に起因して生ずるいかなる業務上の責を負うものではありません。 
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投資事業分野に関する大統領規程 2021 年第 49 号 

添付書類Ｉ 

優先事業分野リスト 

（2021 年プライオリティーリスト） 

 

A. 特定事業分野及び/又は特定地域における投資向けの所得税便宜（タックスアローワンス） 

No. 事業分野 KBLI 製品スコープ 条件 

1 トウモロコシ農業 01111 -トウモロコシ種苗 

-トウモロコシ栽培 

 

2 大豆農業 01113 -大豆種苗 

-大豆栽培 

 

3 ハイブリッド米農業 01121 -ハイブリッド稲種苗 

-ハイブリッド稲栽培 

 

4 インブリード米農業 01122 -インブリード稲種苗 

-インブリード稲栽培 

 

5 各種芋類農業 01135 キャッサバプランテーション 

 

6 サトウキビ農業 01140 サトウキビプランテーション事業、サトウ

キビの育種及び育苗を含む 

 

7 繊維作物農業 01160 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 
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8 熱帯・亜熱帯果物農業 01220 -バナナ栽培 

-パイナップル栽培 

-マンゴスチン栽培 

 

9 飲料材料用作物農業 01270 -コーヒー 

-紅茶 

-カカオ 

 

10 コショウプランテーショ

ン 

01281 コショウ 

 

11 スパイス、芳香油/フレッ

シュナー、麻薬及びその

他の薬用作物農業 

01289 ナツメグ 

 

12 観賞用作物農業 01301 -ドラセナ 

-蘭 

-ジャスミン 

 

13 肉牛育種及び育成 01411 -肉牛育種 

-肉牛繁殖 

-牛の畜産のために牛舎能力の 10％以上の畜産

家とのパートナーシップを行う 

14 乳牛育種及び育成 01412 -乳牛育種 

-乳牛育成 

-牛の畜産のために牛舎能力の 10％以上の畜産

家とのパートナーシップを行う、及び 

-生乳及びクリーム加工業（KBLI 10510)との

統合及び/又はパートナーシップ 
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15 チーク林事業 02111 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又はチ

ーク製品の販売活動 

 

16 マツ林事業 02112 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又はマ

ツ製品の販売活動 

 

17 マホガニー林事業 02113 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又はマ

ホガニー製品の販売活動 

 

18 ローズウッド林事業 02114 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又はロ

ーズウッド製品の販売活動 

 

19 Sengon/Albasia/Jeunjing

林事業 

02115 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又は

Sengon/Albasia/Jeunjing 製品の販売活動 

 

20 白檀林事業 02116 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又は白

檀製品の販売活動 

 

21 アカシア林事業 02117 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又はア

カシア製品の販売活動 

 

22 ユーカリ林事業 02118 整地、育種、植付、維持、収穫及び/又はユ

ーカリ製品の販売活動 
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23 海での魚の捕獲 03111 サメを除くすべての種類の魚 -海洋水産分野を管轄する大臣が定める区域で

の捕獲を実施、及び 

-KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, 

KBLI 10214, KBLI 10219 又は KBLI 10221

との統合的な捕獲漁業方式を実施 

24 海での甲殻類の捕獲 03112 すべての種類の甲殻類 -海洋水産分野を管轄する大臣が定める区域で

の捕獲を実施、及び 

-KBLI 10222, KBLI 10293 又は KBLI 10299

との統合的な捕獲漁業方式を実施 

25 海での軟体動物の捕獲 03113 全ての種類の軟体動物 -海洋水産分野を管轄する大臣が定める区域で

の捕獲を実施 

-KBLI 10221, KBLI 10293 又は KBLI 10299

との統合的な捕獲漁業方式を実施 

26 海水魚の肥育 03211 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

27 海の軟体動物の肥育 03215 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

28 海の甲殻類の肥育 03216 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

29 採掘場での石炭ガス化 05102 石炭ガス化 
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30 地熱事業 06202 -地熱探査 

-地熱掘削 

 

31 砂鉄鉱業 07101 砂鉄加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 

32 鉄鉱石鉱業 07102 鉄鉱石加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 

33 ウラン及びトリウム鉱石

鉱業 

07210 加工及び/又は精錬： 

-ウラン鉱石 

-トリウム 

製錬所の新規開発及び/又は拡張 

34 錫鉱石鉱業 07291 錫鉱石の加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 

35 鉛鉱石鉱業 07292 鉛鉱石の加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 

36 ボーキサイト/アルミニウ

ム鉱石鉱業 

07293 ボーキサイト/アルミニウム鉱石の加工及び/

又は精錬 

製錬所の新規開発及び/又は拡張 

37 銅鉱石鉱業 07294 銅鉱石の加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 

38 ニッケル鉱石鉱業 07295 ニッケル鉱石の加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 

39 マンガン鉱石鉱業 07296 マンガン鉱石の加工及び/又は精錬 製錬所の新規開発及び/又は拡張 
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40 鉄鉱石を含まないその他

の鉱業 

07299 加工及び/又は精錬： 

-亜鉛鉱石 

-ジルコニア鉱石 

-クロム鉱石 

-アンチモン鉱石 

-イルメナイト 

-ルチル 

-希土類元素 

製錬所の新規開発及び/又は拡張 

41 金及び銀鉱業 07301 加工及び/又は精錬： 

-金鉱石 

-銀鉱石 

製錬所の新規開発及び/又は拡張 

42 魚の冷凍業 10213 -サメを除くすべての種類の魚 

-マグロ：ロイン、ステーキ、salfli、ミー

ト、スライス及び/又はキューブ 

-底魚フィレ 

 

43 すり身ベースの産業 10216 すり身、すり身ベースの製品：団子

(bakso)、ソーセージ、otak-otak、kaki 

naga、シュウマイ(siomay)、ekado、fish 

finger、crabmeat imitation、フィッシュ

ボール、魚のナゲット、フィッシュスティ

ック、クラブスティック、ちくわ及び/又は

かまぼこ 
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44 海藻加工業 10298 精製カラギナン 

 

45 果物と野菜の加工及び缶

詰保存処理産業 

10320 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

46 マーガリン産業 10412 マーガリン KBLI 10435、10436 及び/又は KBLI 10437

との統合型 

47 パーム原油産業 10422 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

48 料理用パーム油産業 10423 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

49 ヤシココパウダー及びペ

レット産業 

10424 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

50 その他の植物性及び動物

性油脂産業 

10490 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ KBLI 10435、10436 及び/又は KBLI 10437

との統合型 

51 生乳及びクリーム加工業 10510 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

52 シリアル食品産業 10615 シリアル食品製造 

 

53 キャッサバでんぷん産業 10621 タピオカ粉など、抽出によるキャッサバで

んぷんの製造 

 

54 各種ヤシでんぷん産業 10622 天然サゴヤシの粉 

 

55 グルコース及びそれに類

する産業 

10623 キャッサバの砂糖 

 

56 パン及び菓子製品産業 10710 -ビスケット製造 

-ウエハース製造 

 



インドネシア 外資に関する規制／規制業種・禁止業種 

 

最終更新日：2021 年 9 月 30 日 

 

 

 

禁無断転載 Copyright (C) 2021 JETRO. All rights reserved. 

 9 

57 精製糖産業 10721 サトウキビの精製糖 サトウキビプランテーション（KBLI 01140)

との統合型及び/又はパートナーシップ 

58 チョコレート及びキャン

ディー食品産業 

10732 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

59 ヤシ調理品産業 10773 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

60 乳児用食品産業 10791 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

61 植物性クリーム産業 10795 植物性クリーム製造 

 

62 トウモロコシ加工産業 00000 トウモロコシを材料とするグルコース、フ

ルクトース、ラクトース、マルトース及び

／又はサッカロースの製造 

 

63 紡績業 13112 綿、ポリエステル、ナイロン、アクリル、

スパンデックス及び/又はレーヨン製の糸及

びその混合糸 

 

64 紡織業（麻袋及びその他

の袋の紡織以外） 

13121 織機で製造する織布 

 

65 布仕上産業 13132 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ KBLI 13133 との統合型 

66 布プリント産業 13133 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ KBLI 13132 との統合型 

67 バティック産業 13134 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 
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68 編布産業 13911 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

69 カーペット及び絨毯作業 13930 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

70 工業用布製造業 13992 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

71 不織布産業 13993 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

72 繊維製既製服産業 14111 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

73 皮革製既製服産業 14112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

74 織布既製服産業 14301 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

75 日用履物産業 15201 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

76 スポーツシューズ産業 15202 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

77 エンジニア/工業用シュー

ズ産業 

15203 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

78 石炭製品産業 19100 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

79 潤滑油製造業 19212 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

80 石炭ブリケット産業 19292 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

81 無機塩素及びアルカリ基

礎化学産業 

20111 塩酸、次亜塩素酸ナトリウム 
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82 その他の無機基礎化学産

業 

20114 ホワイトカーボン、硫酸、硫酸アンモニウ

ム、リン酸、過酸化水素、硝酸アンモニウ

ム、塩素酸アンモニウム、過塩素酸アンモ

ニウム、硝酸カリウム、塩素酸カリウム 

 

83 農産物に由来する有機基

礎化学産業 

20115 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

84 石油、天然ガス及び石炭

に由来する有機基礎化学

産業 

20117 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

85 その他の有機基礎化学産

業 

20119 -パラフォルムアルデヒド 

-フタル酸ジメチル 

 

86 一次要素単肥産業 20122 尿素肥料 

 

87 合成樹脂及びプラスチッ

ク原料産業 

20131 ポリカーボネート、ポリブテン、ポリアセ

タール、ナイロン長繊維糸、ナイロンタイ

ヤコード、高吸水性高分子、ポリエステル

チップ（PET 樹脂）、ポリビニルアルコー

ル 

 

88 家庭用せっけん及び洗浄

剤産業 

20231 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 
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89 歯磨き剤を含む化粧品産

業 

20232 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

90 人工フィラメントテープ

繊維/糸産業 

20301 ポリエステルフィラメント糸 

 

91 人工ステープルファイバ

ー産業 

20302 ポリエステル製ステープルファイバー 

 

92 薬剤産業 21011 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

93 人体用薬品産業 21012 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

94 伝統薬品産業 21022 生薬 

 

95 タイヤ及びチューブ産業 22111 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

96 構造物用プラスチック製

品産業 

22210 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

97 シートプラスチック品産

業 

22291 PET フィルム 

 

98 シートガラス産業 23111 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 
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99 安全ガラス産業 23112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

100 磁器製衛生用品産業 23923 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

101 煉瓦及び瓦以外の粘土/セ

ラミック製建材産業 

23929 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

102 磁器製家庭用具産業 23931 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

103 磁器製の検査器具及び電

気/工学器具産業 

23933 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

104 基礎鉄鋼産業（製鋼） 24101 -鉄を産する基礎金属産業 

-スクラップに由来した鉄鋼を産する基礎金

属産業 

アーク炉（EAF)技術を利用 

105 鉄鋼圧延産業 24102 -スラブ原材料による熱圧延コイル/鋼板（ス

テンレス鋼を含む）、及び/又は 

-熱圧延コイル鋼原材料による金属又はその

他の非金属をコーティングした又はコーテ

ィングしていない冷延コイル/鋼板（ステン

レス鋼を含む） 

 

106 貴金属基礎金属製造業 24201 陽極泥の貴金属（dore metal）加工 技術移転 

107 非鉄基礎金属製造業 24202 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

技術移転 
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コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

108 ワイヤー製品 25951 -金属ワイヤー製造（真鍮メッキ鋼線） 

-スチールコード製造 

 

109 他で分類されないその他

の金属品産業 

25999 -船舶用プロペラ製造 

-船舶用錨製造 

-船舶用チェーン製造 

 

110 半導体及びその他の電子

部品産業 

26120 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

111 コンピューター及び/又は

コンピューター組立産業 

26210 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

112 コンピュータ―装備産業 26220 プリンター 

 

113 ワイヤレス通信機器産業 26320 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

114 スマートカード産業 26391 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

115 その他の通信機器産業 26399 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

116 テレビ及び/又はテレビ組

立産業 

26410 全ての薄型テレビ、CRT テレビを含まない 
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117 テレビ産業以外の音声及

び動画記録、受信及び複

製機器産業 

26420 CD、VCD/DVD プレイヤー、ブルーレイ及

び/又は複合機、車載ヘッドユニット（車内

に設置するラジオ及びテレビ） 

 

118 その他の電子音声及び動

画機器産業 

26490 -ビデオゲームコンソール製造 

-アクティブスピーカー製造 

 

119 電子測定器具及び検査器

具産業 

26513 レーダー機器及び装備 

 

120 写真撮影機器産業 26710 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

121 変圧器、整流器及び定電

圧装置産業 

27113 70KV-500KV の電圧の変圧器産業 技術移転 

122 電気制御及び配電機器産

業 

27120 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

123 電池産業 27201 1000 億ルピア未満の投資額の本 KBLI に含

まれるすべての製品スコープ 

 

124 光ファイバーケーブル産

業 

27310 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

125 電気及びその他の電子ケ

ーブル産業 

27320 電気ケーブル 

 

126 LED ランプ産業 27404 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

127 家庭用電気器具産業 27510 冷蔵庫及び/又は洗濯機 
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128 機械及びタービンのコン

ポーネント及び部品産業 

28113 発電機コンポーネント及び/又は部品製造 

 

 

129 その他のポンプ、コンプ

レッサー、栓及びバルブ

産業 

28130 下記向けのコンプレッサー 

-冷蔵庫及びエアコン 

-コールドストレージ 

 

130 運搬及び移動機器産業 28160 -エレベーター製造 

-エスカレーター製造 

 

131 複写機産業 28174 -複写機製造 

-複写機装備製造 

環境にやさしい技術の利用 

132 冷蔵機器産業 28193 全ての冷蔵機器向けの蒸発器及び/又はコン

デンサー製造 

環境にやさしい技術の利用 

133 農業及び林業機器産業 28210 -農業用トラクター組立 

-精米機器製造 

 

134 金属加工用機器及び機械

工具産業 

28221 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 技術移転 

135 鉱業、採掘及び建設機器

産業 

28240 トラックタイプトラクター/TTT、トラック

ボディ及びそれに類する重機製造、そのコ

ンポーネントも含む 

 

136 繊維機器産業 28263 -編機製造 

-織機製造 
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-刺繍機器製造 

投資額が 1000 億ルピア未満のもの 

137 その他特殊用途機器産業 28299 射出成型機製造 

 

138 四輪以上の自動車産業 29100 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

139 四輪以上の自動車架装産

業及びトレーラー・セミ

トレーラー産業 

29200 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

140 四輪以上の自動車部品及

び付属品産業 

29300 財務大臣規程 No.130/PMK.010/2020 及び

その改正で定められた法人税控除便宜のス

コープに含まれる製品を除き、本 KBLI に

含まれるすべての製品スコープ 

 

141 船舶及びボート産業 30111 -鉄鋼及び/又はアルミニウム製の各種商用船

舶・ボートの製造又は組立 

-ファイバーグラス、木材及び/又はフェロセ

メント製の各種商用船舶・ボートの製造又

は組立 

 

142 船舶用設備、装備及びパ

ーツ産業 

30113 船腹装備、甲板機器、操縦機器及び積卸機

器など船舶の装備、設備及びパーツの製造 
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143 二輪及び三輪バイク産業 30911 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

144 二輪及び三輪バイクのコ

ンポーネント及び装備産

業 

30912 -エンジン又はエンジンパーツ製造 

-ダイカストコンポーネント、ブレーキシス

テム製造 

-トランスミッションシステム製造 

 

145 ベチャを含む自転車と車

いす産業 

30921 ベチャを除き、本 KBLI に含まれるすべて

の製品スコープ 

 

146 木製家具産業 31001 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

147 ラタン及び/又は竹製家具

産業 

31002 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

148 個人用貴金属製装飾品産

業 

32112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

149 遊具産業 32401 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

150 子供用玩具産業 32402 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

151 ココナツファイバー産業 32905 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

152 船舶、ボート及び浮体構

造物の修繕 

33151 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 
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153 発電 35101 -マイクロ発電 

-ミニ発電、投資額が 1000 億ルピア未満の

もの 

 

154 天然ガス及び合成ガス調

達 

35201 -炭層ガス（Non PSQ）、シェールガス、タ

イトガスサンド及びメタンハイドレード浮

体式 LNG 貯蔵再ガス化設備（FSRU)を利

用した LNG の再ガス化 

-天然ガスを LNG 及び/又は LPG にするた

めの精製及び/又は加工 

-石炭ガス化によるガスの調達及び/又は加工 

 

155 飲料水の収容、精製及び

供給 

36001 -原水ユニット及び/又は飲料水供給システム

における製造ユニットの開発及び/又は管理 

-飲料水供給システム配給ユニットの開発 

 

156 有害廃水の管理及び廃棄 37022 有害廃棄物を含むすべての製品スコープ 

 

157 無害ごみ管理及び廃棄 38211 生物肥料、メタンガス又は二酸化炭素を産

出する無害ごみの管理 

 

158 有機ごみコンポスト製造 38212 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

159 有害ごみ管理及び廃棄 38220 脱油使用済み漂白土又は環境にやさしい油

（再生油）を産する有害ごみ管理 
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160 その他のごみの浄化及び

管理活動 

39000 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

161 旅客用遠距離鉄道輸送 49110 鉄道による都市間旅客輸送事業、鉄道会社

により統合的に運用される寝台列車又は食

堂車の運用を含む（ただし市内旅客鉄道輸

送は含まない） 

補助金供与なし 

162 カーゴハンドリング（貨

物積卸） 

52240 コンテナターミナル、液体バルクターミナ

ル、ドライバルクターミナルを含む、港湾

での貨物及び/又は旅客携行品の積卸サービ

ス事業 

KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109 又は

KBLI 52221 との統合型 

163 ビデオゲーム開発活動 62011 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

164 インターネットを通じた

商業（イーコマース）ア

プリ開発活動 

62012 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

165 その他のコンピュータ―

プログラミング活動 

62019 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ 

 

166 観光地区 68120 経済特区にあるものを除き、本 KBLI に含

まれるすべての製品スコープ 

 

167 浮体式いけす/定置網式い

けすでの淡水魚の肥育 

03222 -ティラピア 

-カイヤン 

ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 
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168 石炭鉱業 05101 -石炭液化 

-石炭改質 

アチェ、西スマトラ、リアウ、ジャンビ、南

スマトラ、ブンクル、中部カリマンタン、南

カリマンタン、東カリマンタン、北カリマン

タン、西パプア、パプア 

169 魚及び水生生物（エビ以

外）の加工及び缶詰保存

処理産業 

10221 -サメを除く全ての種類の魚 

-全ての種類の甲殻類 

-全ての種類の軟体動物 

-魚の缶詰及び調理済みロイン（缶詰入りマ

グロ又はカツオ） 

ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 

170 エビの加工及び缶詰保存

処理産業 

10222 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 

171 その他の水生生物冷凍産

業 

10293 -すべての種類の甲殻類 

-すべての種類の軟体動物 

-冷凍エビ 

ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 

172 その他の水生生物のその

他の加工及び保存処理産

業 

10299 エビフライ ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 

173 コーヒー加工業 10761 パウダーコーヒー、ローストコーヒー、抽

出コーヒー、インスタントコーヒー及び/又

はコーヒーエッセンス 

ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 
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174 文化紙産業 17012 -筆記・印刷用紙 

-新聞用紙 

-冥銭 

a. ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全

州 

b. 下記を条件とする： 

  -パルプ産業（ＫBLI 17011）との統合

型、及び 

-そのパルプ産業と同じ所在地 

175 その他の紙産業 17019 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ a. ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全

州 

b. 下記を条件とする： 

  -パルプ産業（ＫBLI 17011）との統合

型、及び 

-そのパルプ産業と同じ所在地 

176 紙及び段ボール紙産業 17021 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 

177 紙及びカートン製のパッ

ケージ及びボックス 

17022 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ ジャカルタ特別州を除くインドネシアの全州 

178 ティッシュペーパー産業 17091 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ バンテン、ジャカルタ特別州、西ジャワ、中

部ジャワ、ジョクジャカルタ特別州、東ジャ

ワ（マドゥーラ島の県を含まない）を除く、

インドネシアの全州 
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179 他に分類されないその他

のゴム製品産業 

22199 合成ゴム手袋及び/又は天然ゴム手袋 アチェ、北スマトラ、西スマトラ、リアウ、

リアウ諸島、ジャンビ、南スマトラ、バン

カ・ブリトゥン、ブンクル、ランプン、西カ

リマンタン、中部カリマンタン、南カリマン

タン、東カリマンタン、北カリマンタン、西

パプア、パプア 

180 5 つ星ホテル 55111 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ トバ・サモシール県、シマルングン県、北タ

パヌリ県、フンバン・ハスンドゥタン県、ダ

イリ県、カロ県、サモシール県、パクパク・

バラット県、ブリトゥン県、東ブリトゥン

県、パンデグラン県、スリブ諸島行政県、マ

ゲラン県、プルウォレジョ県、プロボリンゴ

県、マラン県、パスルアン県、ルマジャン

県、中部ロンボック県、西マンガライ県、ワ

カトビ県、モロタイ諸島県 
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181 4 つ星ホテル 55112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ トバ・サモシール県、シマルングン県、北タ

パヌリ県、フンバン・ハスンドゥタン県、ダ

イリ県、カロ県、サモシール県、パクパク・

バラット県、ブリトゥン県、東ブリトゥン

県、パンデグラン県、スリブ諸島行政県、マ

ゲラン県、プルウォレジョ県、プロボリンゴ

県、マラン県、パスルアン県、ルマジャン

県、中部ロンボック県、西マンガライ県、ワ

カトビ県、モロタイ諸島県 

182 ゴルフ場 93112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ トバ・サモシール県、シマルングン県、北タ

パヌリ県、フンバン・ハスンドゥタン県、ダ

イリ県、カロ県、サモシール県、パクパク・

バラット県、ブリトゥン県、東ブリトゥン

県、パンデグラン県、スリブ諸島行政県、マ

ゲラン県、プロボリンゴ県、マラン県、パス

ルアン県、ルマジャン県、中部ロンボック

県、西マンガライ県、ワカトビ県、モロタイ

諸島県 
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183 テーマパーク又はエンタ

ーテイメントパーク活動 

93210 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ トバ・サモシール県、シマルングン県、北タ

パヌリ県、フンバン・ハスンドゥタン県、ダ

イリ県、カロ県、サモシール県、パクパク・

バラット県、ブリトゥン県、パンデグラン

県、スリブ諸島行政県、マゲラン県、プルウ

ォレジョ県、プロボリンゴ県、マラン県、パ

スルアン県、ルマジャン県、中部ロンボック

県、西マンガライ県、ワカトビ県、モロタイ

諸島県 
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B. 法人税控除便宜（タックスホリデー） 

No. 事業分野 KBLI 製品スコープ 

184 派生品を伴わない又は

伴う統合的な上流基礎

金属産業（鉄鋼又は鉄

鋼以外） 

24101A 鉄鋼を産する、スクラップ以外の原材料に由来する基礎金属産業、ステンレス鋼を含む 

24102A 鉄鋼産業と統合型の圧延産業、ステンレス鋼を含む（KBLI 24101A) 

24103A 鉄鋼産業と統合型のシームレススチールパイプ産業、ステンレス鋼を含む（KBLI 24101A) 

24103B 圧延産業との統合型のスチールパイプ（溶接管）産業、ステンレス鋼を含む（KBLI 24102A) 

24103C 鉄鋼産業と統合型の heavy profile 製造産業（KBLI 24101A) 

24103D 鉄鋼産業と統合型のレール製造産業、ステンレス鋼を含む（KBLI 24101A) 

24201A 金インゴットを産する金属製造産業 

24201B 銀インゴットを産する金属製造産業 

24201C プラチナを産する金属製造産業 

24202A1 アルミナを産する（ボーキサイトをアルミナにする）基礎金属産業 

24202A2 アルミニウムインゴットを産する（アルミナをアルミニウムインゴットにする）基礎金属産業 

24202B1 乾式地金工程を用いたニッケル鉱石からニッケル金属を産する基礎金属産業 

24202B2 湿式地金工程を用いたニッケル鉱石からニッケル金属を産する基礎金属産業 

24202C 銅陰極を産する基礎金属産業 

24203A1 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のスクラップ以外の原材料に由来

するプレート形状のアルミニウムを産する基礎金属産業 
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24203A2 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のスクラップ以外の原材料に由来

する棒形状のアルミニウムを産する基礎金属産業 

24203A3 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のスクラップ以外の原材料に由来

するビレット形状のアルミニウムを産する基礎金属産業 

24203C1 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のスクラップ以外の原材料に由来

するプレート形状のアルミニウムを産する基礎金属産業 

24203C2 銅陰極製造産業（KBLI 24202C)と統合型のストリップ形状の銅を産する基礎金属産業 

24203C3 銅陰極製造産業（KBLI 24202C)と統合型のシート形状の銅を産する基礎金属産業 

24204A アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のアルミニウム押出産業 

24205A1 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のアルミニウムチューブ産業 

24205A2 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型のシームレスアルミニウムパイプ

産業 

24205A3 アルミニウムインゴット製造産業（KBLI 24202A2)と統合型の溶接アルミパイプ産業 

24205C 銅陰極を産する基礎金属産業（KBLI 24202C)と統合型の銅パイプ製造産業 

24202D 希土類元素を産する産業 

24202E 鉛を産するスクラップ以外の原料に由来する基礎金属産業 

24202F 亜鉛を産するスクラップ以外の原材料に由来する基礎金属産業 

185 派生物を伴わない又は

伴う統合型の石油およ

19211 石油・ガス精製又はプラント産業 

19291A 石油・ガス精製又はプラント産業（KBLI 19211)と統合型のオレフィンを産する石油化学産業 

19291B 石油・ガス精製又はプラント産業（KBLI 19211)と統合型の芳香油を産する石油化学産業 
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び天然ガスの精製又は

プラント産業 

19291C 石油・ガス精製又はプラント産業（KBLI 19211)と統合型の直鎖パラフィンを産する石油化学産

業 

19291D 石油・ガス精製又はプラント産業（KBLI 19211)と統合型の合成ガスを産する石油化学産業 

186 派生物を伴わない又は

伴う統合型の石油、天

然ガス又は石炭ベース

の有機基礎化学産業 

19100A セミコークスを産する石炭製品産業 

20117A エチレンを産する有機基礎化学産業 

20117B プロピレンを産する有機基礎化学産業 

20117C ブタジエンを産する有機基礎化学産業 

20117D ベンゼンを産する有機基礎化学産業 

20117E トルエンを産する有機基礎化学産業 

20117F キシレンを産する有機基礎化学産業 

20117G メタノールを産する有機基礎化学産業 

20117H ギ酸を産する有機基礎化学産業 

20117I ジメチルエーテルを産する有機基礎化学産業 

20117J カーボンブラックを産する有機基礎化学産業 

20117K カプロラクタムを産する有機基礎化学産業 

20117L エチレングリコールを産する有機基礎化学産業 

20117M 船舶用燃料油を産する有機基礎化学産業 

20117A1 エチレン（KBLI 20117A)と統合型のポリエチレンを産する化学産業 

20117A2 エチレン（KBLI 20117A)と統合型のエチルベンゼンを産する化学産業 

20117A3 エチレン（KBLI 20117A)と統合型のジクロロエチレンを産する化学産業 

20117B1 プロピレン（KBLI 20117B)と統合型のアクリロニトリルを産する化学産業 
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20117B2 プロピレン（KBLI 20117B)と統合型のイソプロピルアルコールを産する化学産業 

20117D1 ベンゼン（KBLI 20117D)と統合型のシクロヘキサンを産する化学産業 

20117F1 キシレン（KBLI 20117F)と統合型の c-PTA を産する化学産業 

20117H1 ギ酸（KBLI 20117H)と統合型の酢酸を産する化学産業 

20117A4 エチルベンゼン（KBLI 20117A2)と統合型のスチレンを産する化学産業 

20117A5 ジクロロエチレン（KBLI 20117A3)と統合型の塩化ビニールモノマーを産する化学産業 

20117B3 イソプロピルアルコール（KBLI 20117B2)と統合型のアセトンを産する化学産業 

20117F2 c-PTA（KBLI 20117F1)と統合型の p-PTA を産する化学産業 

20117F3 c-PTA(KBLI 20117F1)と統合型の DMT を産する化学産業 

20117H2 酢酸（KBLI 20117H1)と統合型の酢酸エチルを産する化学産業 

20118A フレーバーとフレグランスを産する特殊化学剤産業 

20131A アルキド樹脂を産する産業 

20131B ポリエステル樹脂を産する産業 

20131C アミノ樹脂を産する産業 

20131D ポリアミド樹脂を産する産業 

20131E エポキシ樹脂を産する産業 

20131F シリコン樹脂を産する産業 

20131G ポリウレタン樹脂を産する産業 

20131H ポリエチレン樹脂を産する産業 

20131I ポリプロピレン樹脂を産する産業 

20131J ポリスチレン樹脂を産する産業 
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20131K 塩化ビニル樹脂を産する産業 

20131L 酢酸セルロース樹脂を産する産業 

20131M 硝酸セルロース樹脂を産する産業 

20132A 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のスチレン・ブタジエンゴム（SBR）を産する合成ゴ

ム産業 

20132B 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のポリクロロプレン（ネオプレン）を産する合成ゴム

産業 

20132C 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のアクリロニトリル・ブタジエンゴム（ニトリルゴ

ム）を産する合成ゴム産業 

20132D 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)を産する合

成ゴム産業 

20132E 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のシリコンラバー（ポリシロキサン）を産する合成ゴ

ム産業 

20132F 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のイソプレンゴムを産する合成ゴム産業 

20132G 有機基礎化学産業（KBLI 20117)と統合型のポリブタジエンゴムを産する合成ゴム産業 

20301A ポリアミド製の繊維（トウ）、糸、フィラメントテープ製造産業 

20301B ポリアクリル酸製の繊維（トウ）、糸、フィラメントテープ製造産業 

20301C ポリプロピレン製の繊維（トウ）、糸、フィラメントテープ製造産業 

20302A ポリアミドステープルファイバー産業 

20302B ポリアクリルステープルファイバー産業 

22291A ポリエチレンフィルムを産する産業 

23990A アスファルトを産する産業 
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187 派生物を伴わない又は

伴う統合型の農産物、

プランテーション産品

又は林産物に由来する

有機基礎化学産業 

20115A ベータカロチンを産する有機基礎化学産業 

20115B トコフェロールを産する有機基礎化学産業 

20115C トコトリエノールを産する有機基礎化学産業 

20115D グリーンディーゼルを産する有機基礎化学産業 

20115E グリーンガソリンを産する有機基礎化学産業 

20115F グリーン航空燃料を産する有機基礎化学産業 

20115G バイオ潤滑油を産する有機基礎化学産業 

20115H バイオ界面活性剤を産する有機基礎化学産業 

20115I バイオエタノール（燃料グレードエタノール）を産する有機基礎化学産業 

20115J バイオ乳化剤を産する有機基礎化学産業 

20115K 再生油を産する有機基礎化学産業 

20301D アセチルセルロール製の繊維（トウ）、糸、フィラメントテープ製造業 

20301E ビスコースレーヨン製の繊維（トウ）、糸、フィラメントテープ製造業 

20302C ビスコースレーヨン製のステープルファイバーを産する産業 

20302D アセチルセルロース製のステープルファイバーを産する産業 

188 派生物を伴わない又は

伴う統合型の無機基礎

化学産業 

20111A 水銀法以外のプロセスを用いた、派生物を伴わない又は伴う統合型の水酸化ナトリウムを産する

産業 

20111B 派生物を伴わない又は伴う統合型の炭酸ナトリウムを産する産業 

20111C 派生物を伴わない又は伴う統合型の塩化ナトリウムを産する産業 

20111D 派生物を伴わない又は伴う統合型の水酸化カリウムを産する産業 
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20111E 派生物を伴わない又は伴う統合型のリチウムを産する産業 

20111F 派生物を伴わない又は伴う統合型のナトリウムを産する産業 

20111G 派生物を伴わない又は伴う統合型のカリウムを産する産業 

20112A 派生物を伴わない又は伴う統合型のアンモニアを産する産業 

20113A 派生物を伴わない又は伴う統合型の顔料を産する無機基礎化学産業 

20114A 派生物を伴わない又は伴う統合型の蛍光物質を産する無機基礎化学産業 

20114B 派生物を伴わない又は伴う統合型の硫黄を産する無機基礎化学産業 

20114C 派生物を伴わない又は伴う統合型の窒素を産する無機基礎化学産業 

20114D 派生物を伴わない又は伴う統合型のハロゲン化合物を産する無機基礎化学産業 

189 派生物を伴わない又は

伴う統合型の医薬品主

要原材料産業 

21011A ワクチン製造主要原材料産業 

21011B バイオテクノロジーベースの医薬品主要原材料産業 

21011C 血液ベースの薬品製造主要原材料産業 

21011D ビタミンを産する産業 

21012A ワクチン製造主要原材料産業（KBLI 21011A)と統合型の医薬品産業 

21012B バイオテクノロジーベースの医薬品主要原材料産業（KBLI 21011B)と統合型の医薬品産業 

21012C 血液ベースの薬品製造主要原材料産業（KBLI 21011C)と統合型の医薬品産業 

190 照射、電気医療又は電

気療法機器製造産業 

26601A X 線管製造産業 

26602A CT スキャン製造産業 

26602B MRI 製造産業 

191 半導体ウエハ、LCD 用

バックライト、電気駆

26120A 半導体ウエア製造産業 

26120B ディスプレイ用バックライト製造産業 
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動装置又はディスプレ

イなどの電気電子又は

テレマティクス機器主

要コンポーネント製造

産業 

26120C 電気駆動装置製造産業 

26120D ディスプレイ（ディスプレイパネル）製造産業 

27201A 電池製造産業 

192 機械及び機械主要コン

ポーネント製造産業 

27111A 機械用電気モーター製造産業 

28112A 機械用燃焼モーター製造産業 

28151A 産業用金属加熱炉機械製造産業（非電動） 

28152A 産業用金属加熱炉機械製造産業（電動） 

28210A 能力が 40HP 超の四輪トラクターと統合された四論トラクター主要コンポーネント製造産業 

28210B 村落多機能機械式器具製造産業 

28263 繊維機器製造産業 

193 製造機器製造業を支え

るロボティクスコンポ

ーネント製造産業 

28299A ロボティクスコンポーネント製造産業 

194 発電機器主要コンポー

ネント製造産業 

27112A 発電機製造産業 

28111A 発電タービン製造産業 

195 自動車及び自動車主要

コンポーネント製造産

業 

29101A バッテリー及び電気モーターと統合化された四輪以上の電気自動車産業 

29101B 四輪以上の自動車の主要部品 2 以上の製造と統合化された四輪以上の自動車産業 

29300A 四輪以上の電気自動車用バッテリー産業 

29300B 四輪以上の電気自動車用電気モーター産業 

29300C 四輪以上の自動車用のバイオディーゼル 100％との互換性のあるフレックスエンジン産業 
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29300D 四輪以上の自動車製造産業と統合型の、ピストン、シリンダーヘッド、シリンダーブロック、カ

ムシャフト、クランクシャフト、コネクティングロッドなど、四輪以上の自動車機器の主要コン

ポーネントを 2 以上製造する産業 

29300E 四輪以上の電気自動車用の電気パワーコントロールユニット（PCU)産業 

30911A 二輪又は三輪の電気自動車用産業 

30912A 二輪又は三輪の電気自動車用のバッテリー産業 

30912B 二輪又は三輪の電気自動車用の電気モーター産業 

30912C 二輪又は三輪の電気自動車用の電気パワーコントロールユニット産業 

  

196 船舶主要コンポーネン

ト製造産業 

28112B マリンユーズ向けの内燃モーター製造産業 

197 鉄道主要コンポーネン

ト製造産業 

28112C 鉄道用の内燃モーター製造産業 

30200A 鉄道用のトラクションモーター製造産業 

30200B 鉄道用トランスミッション製造産業 

30200C 電気、ディーゼル、蒸気式鉄道機関車製造産業 

30200D 自走式車両又は電車車両製造産業 

42205A 鉄道信号構造物の開発、維持及び修繕活動 

42205B 

 

鉄道通信の開発、維持及び修繕活動 

198 航空機主要コンポーネ

ント製造産業及び航空

産業サポート活動 

30300A 航空用エンジン産業 

30300B 航空機用プロペラ製造産業 

30300C ローター製造産業 
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30300D 航空機構成コンポーネント製造産業 

30300E 航空機主要コンポーネント製造産業（KBLI 30300A,  KBLI 30300B,  KBLI 30300C 又は 

KBLI 30300D）との統合型の航空機製造産業 

22112A 航空機リトレッドタイヤ産業 

33153A 航空機修繕及び整備（MRO）事業活動 

199 派生品を伴わない又は

伴う、パルプを産する

農産物、プランテーシ

ョン産物又は林産物ベ

ースの加工業 

17011A 溶解パルプを含む、産業林を原材料とするパルプを産する産業 

17012A 

 

パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型の文化紙産業 

17013A パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型の有価証券産業 

17014A パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型の特殊紙産業 

17019A パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型のその他の製紙業 

17021A パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型の紙・段ボール産業 

17022A パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型の紙及びカートン製のパッケージ及びボックス産

業 

17091A 

 

 

パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型のティッシュペーパー産業 

17099A パルプを産する産業（KBLI 17011A)と統合型のその他の紙・ペーパーボード製の製品産業 
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200 経済インフラ 35111A 新・再生可能エネルギー発電 

42101A 高速道路開発 

42912A 港開発 

52101A 石油および/又は石油燃料収容タンクの投資及び操業活動 

49110A 旅客向け長距離鉄道輸送 

201 データ処理、ホスティ

ング及びそれに関連す

る活動を含むデジタル

経済 

63112 ホスティング及びそれに関連する活動 

61300 衛星通信活動 
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C. a） 労働集約産業である特定事業分野の新規投資又は拡張にかかる純所得の控除便宜（投資アローワンス） 

No. 事業分野 KBLI 製品スコープ 条件 

202 すり身ベースの産業 10216 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

203 魚及び水生生物（エビ

以外）の加工及び缶詰

保存処理産業 

10221 -サメを除くすべての種類の魚 

-すべての種類の甲殻類 

-すべての種類の軟体動物 

-缶詰の魚及び調理済みロイン(缶詰のマグロ又はカツオ) 

ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 

204 エビの加工及び缶詰保

存処理産業 

10222 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 

205 その他の水生生物冷凍

産業 

10293 -すべての種類の甲殻類 

-すべての種類の軟体動物 

-冷凍エビ 

ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 

206 その他の水生生物のそ

の他の加工及び保存処

理産業 

10299 エビフライ ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 

207 果物と野菜の加工及び

缶詰保存処理産業 

10320 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

208 生乳・クリーム加工業 10510 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

209 シリアル食品産業 10615 シリアル食品製造 インドネシアの全州 

210 パン及び菓子製品産業 10710 -ビスケット製造 

-ウエハース製造 

インドネシアの全州 
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211 チョコレート及びキャ

ンディー食品産業 

10732 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

212 コーヒー加工業 10761 パウダーコーヒー、ローストコーヒー、抽出コーヒー、

インスタントコーヒー及び/又はコーヒーエッセンス 

ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 

213 ヤシ調理品産業 10773 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

214 紡績業 13112 綿、ポリエステル、ナイロン、アクリル、スパンデック

ス及び/又はレーヨン製の糸及びその混合糸 

インドネシアの全州 

215 バティック産業 13134 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

216 繊維製既製服産業 14111 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

217 皮革製既製服産業 14112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

218 織布既製服産業 14301 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

219 皮革なめし産業 15112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

220 個人用皮革及び人工皮

革製品産業 

15121 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

221 技術/工業用皮革及び人

工皮革製品産業 

15122 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

222 日用履物産業 15201 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

223 スポーツシューズ産業 15202 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

224 紙及び段ボール産業 17021 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 
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225 紙及びカートン製のパ

ッケージ及びボックス

産業 

17022 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ ジャカルタ特別州を除くイン

ドネシアの全州 

226 ティッシュペーパー産

業 

17091 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ -バンテン、ジャカルタ特別

州、西ジャワ、中部ジャワ、

ジョクジャカルタ特別州、東

ジャワ（マドゥーラ島の県を

含まない）を除く、インドネ

シアの全州 

-パルプ産業（KBLI 17011)と

の統合型、 

- パルプ産業（KBLI 17011）

と統合型、及び 

-パルプ産業と同じ所在地 

227 他に分類されないその

他のゴム製品産業 

22199 合成ゴム手袋及び/又は天然ゴム手袋 アチェ、北スマトラ、西スマ

トラ、リアウ、リアウ諸島、

ジャンビ、南スマトラ、バン

カ・ブリトゥン、ブンクル、

ランプン、西カリマンタン、

中部カリマンタン、南カリマ

ンタン、東カリマンタン、北
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カリマンタン、西パプア、パ

プア 

228 構造物用プラスチック

製品産業 

22210 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

229 他で分類されない非金

属採掘物産業 

23990 ゴムアスファルト製造 インドネシアの全州 

230 金属製食器産業 25933 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

231 釘、ナット、ボルト産

業 

25952 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

232 金属製台所用品産業 25992 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

233 コンピュータ―装備産

業 

26220 プリンター インドネシアの全州 

234 テレビ及び/又はテレビ

組立産業 

26410 全ての薄型テレビ、CRT テレビを含まない インドネシアの全州 

235 テレビ産業以外の音声

及び動画記録、受信及

び複製機器産業 

26420 CD、VCD/DVD プレイヤー、ブルーレイ及び.又は複合

機、車載ヘッドユニット（車内に設置するラジオ及びテ

レビ） 

インドネシアの全州 

236 その他の電子音声及び

動画機器産業 

26490 -ビデオゲームコンソール製造 

-アクティブスピーカー製造 

インドネシアの全州 

237 変圧器、整流器及び定

電圧装置産業 

27113 70KV-500KV の電圧の変圧器産業 -インドネシアの全州 

-技術移転の実施 
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238 電気制御及び配電機器

産業 

27120 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

239 家庭用電気器具産業 27510 冷蔵庫及び/又は洗濯機 インドネシアの全州 

240 コンロ産業 27530 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

241 その他のポンプ、コン

プレッサー、栓及びバ

ルブ産業 

28130 下記向けのコンプレッサー 

-冷蔵庫及びエアコン 

-コールドストレージ 

インドネシアの全州 

242 農業及び林業機器産業 28210 -農業用トラクター組立 

-精米機器製造 

インドネシアの全州 

243 木製家具産業 31001 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

244 ラタン及び/又は竹製家

具産業 

31002 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

245 個人用貴金属製装飾品

産業 

32112 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 

246 子供用玩具産業 32402 本 KBLI に含まれるすべての製品スコープ インドネシアの全州 
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投資事業分野に関する大統領規程 2021 年第 49 号 

添付書類 II 

 

協同組合及び中小零細企業に割り当てられている又は協同組合及び中小零細企業とのパートナーシップに基づく事業分野 

No. 事業分野 KBLI 条件 セクター セクター 

中小零細企業・協同

組合のために留保 

パートナーシップ  

１ 25Ha 未満の面積の食用作物農業     
 

ハイブリッド米 01121 ✓ 

 

農業 
 

インブリード米 01122 ✓ 

 

農業 
 

トウモロコシ 01111 ✓ 

 

農業 
 

大豆 01113 ✓ 

 

農業 
 

ピーナツ 01114 ✓ 

 

農業 
 

緑豆 01115 ✓ 

 

農業 

2 林産物採取     
 

松やに 02303 ✓ 

 

林業 
 

竹 02308 ✓ 

 

林業 
 

シェラック、沈香、パームシュガー、安息香、

Masohi 樹皮、Lawang 樹皮、シナモン、その他の

樹液、天然のツバメの巣及びその他の蜂産品 

02309 ✓ 

 

林業 

 

ラタン 02302 ✓ 

 

林業 
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カユプティの葉 02304 ✓ 

 

林業 
 

樹脂 02306 ✓ 

 

林業 
 

蜂蜜 02307 ✓ 

 

林業 
 

繭/蚕（天然の蚕） 02305 ✓ 

 

林業 

3 魚の漬込加工業 10214 ✓  工業/海洋水産 

4 大豆加工業 
 

大豆テンペ産業 10391 ✓ 

 

工業 
 

大豆豆腐産業 10392 ✓ 

 

工業 

5 パームシュガー産業 10722 ✓  工業 

6 食品・加工食品産業 

-ルンダン 

10750 

 

✓  工業 

7 地理的表示を取得済みの塩加工業： 

-アメッド・バリ塩 

-グヌン・クラヤン塩 

-クサンバ・バリ塩 

10774 ✓  工業/海洋水産 

8 せんべい(クルプック、クリピック、ペイェック、

その他それに類するもの）産業（工場製及びそれ

以外） 

10794 ✓  工業 
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9 紡織業（麻袋及びその他の袋の紡織以外） 

 

ソンケット紡織業 

ウロス紡織業 

チュアル紡織業 

ウラップ・ドヨ紡織業 

グリンシン織紡織業 

タピス織産業 

13121 ✓ 

 

工業 

10 イカット織布産業 13122 ✓ 

 

工業 

11 バティック産業： 

-手描きバティック 

-手書きとスタンプのコンビネーションバティック 

13134 ✓  工業 

12 刺繍布産業、すなわち 

カラウォ布産業 

カランチャン布産業 

スラムウスス刺繍布 

その他機械を使わない刺繍布産業 

13912 ✓ 

 

工業 

13 繊維/布製のその他の伝統衣装、繊維製の衣類装備

産業、すなわち 

-ペチ/コピア/ソンコック産業 

-伝統的鉢巻産業 

14111 

14131 

✓ 

 

工業 
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-伝統的ベルト産業 

-舞踊衣装産業 

14 

 

編み細工産業 

ラタン及び竹 16291 ✓ 

 

工業 

パンダン、アゲル、ムンドン、ケタック、プル

ン、ホテイアオイ、クラディアイルの編み細工 

16292 ✓ 

 

工業 

木材、ラタン及び竹製の台所用具産業 16294 ✓ 

 

工業 

15 家具以外の木製彫刻手工芸品産業： 

木工彫刻、レリーフ、お面、ワヤン 

16293 ✓  工業 

16 その他他で分類されない木材、ラタン、コルク製

品産業 

16299 ✓ 

 

工業 

17 伝統薬品分野の事業（伝統薬小規模事業・伝統薬

零細企業） 

21022 ✓  保健 

18 ゴム燻煙産業 22121 ✓ 

 

工業 

19 下記の粘土/セラミック製の家庭用品産業： 

-壺 

-装飾用セラミック 

23932 ✓ 

 

工業 
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20 動力駆動ではない金属製の農業用切削具及び手工

具を含む農業用切削具及び手工具 

-鍬 

-スコップ 

-鋤 

-熊手 

-大鎌 

-アニアニ(稲穂を刈り取る道具） 

-ドドス（アブラヤシ収穫具) 

-エグレグ（アブラヤシ収穫具) 

-ゴムの樹液採取具 

( ）内は訳注 

25931 ✓  工業 

21 大工用切削具・手工具産業 

-大工及び切削用の手動又は半機械式の手工具 

25932 ✓  工業 
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22 下記の一般用具産業： 

クリス 

レンチョン 

マンダウ 

クジャン 

バディック 

槍 

その他伝統武器 

25934 ✓ 

 

工業 

23 下記のような伝統楽器産業： 

-西ジャワのアンクルン 

-北スマトラのゴルダン・スンビラン 

-バンカ・ブリトゥンのダンブス 

-ミナハサのコリンタン 

-西ヌサトゥンガラのグンダン・ベレク 

-東ヌサトゥンガラのササンド 

-パプアのティファ 

32201 ✓ 

 

工業 

24 １MW 未満の発電の場合の電力供給 35111 ✓ 

 

エネルギー鉱物資源 

25 簡素及び中級テクノロジーを利用したビルの建設 

-居住用ビル 41011 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-デパート、店舗、ショップハウス及びワルンを含

むショッピングビル 

41014 ✓ 

 

公共事業・住宅 
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-保健所、治療センター及び保健サービスビルを含

む保健ビル 

41015 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-教育施設、講座実施場所、検査ラボ及びその他の

教育関連構造物を含む教育ビル 

41016 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-ホステル及び安宿を含む宿泊ビル 41017 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-映画館、文化/芸術ビル、観光・レクレーション

ビル、スポーツビルを含む娯楽・スポーツビル 

41018 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-礼拝所、会議ホール、倉庫、自家発電機ビル、ポ

ンプ場、保管所(depo)、変電ビル及び信号設備ビ

ルを含むその他のビル 

41019 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-製造、据付及び/又はビル組立方法による、プレ

キャストコンクリート、鉄鋼、プラスチック、ゴ

ム及びその他構造物用の工場製材料据付を含む、

ビル構造物プレハブ建設工事サービス 

41020 ✓ 

 

公共事業・住宅 

26 簡素かつ中級テクノロジーを利用した主要道路構

造物の保守を含む土木構造物建設 

42101 ✓ 

 

公共事業・住宅 

27 灌漑及び排水網建設用のプレハブ構造物据付： 

-簡素かつ中級テクノロジーを利用した灌漑網建設 

-簡素かつ中級テクノロジーを利用した排水の処

理、排出、収容構造物の建設 

42201 ✓ 

 

公共事業・住宅 

28 飲料水処理、供給、収容構造物建設用のプレハブ

構造物据付 

42202 ✓ 

 

公共事業・住宅 
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29 廃水処理、排水、収容用及び/又は小及び中リスク

の構造物の建設 

42203 ✓ 

 

公共事業・住宅 

30 輸送インフラ用の土木、通信構造物建設： 

-簡素及び中級テクノロジーを利用した河川ナビゲ

ーション補助設備用通信及び標識建築 

-簡素及び中級テクノロジーを利用した航空ナビゲ

ーション通信建設 

-簡素及び中級テクノロジーを利用した鉄道信号及

び通信建設 

42205 ✓ 

 

公共事業・住宅 

31 簡素及び中級テクノロジーを利用した通信センタ

ー建設 

42206 ✓ 

 

公共事業・住宅 

32 簡素及び中級テクノロジーを利用した地下井戸製

作/掘削 

42207 ✓ 

 

公共事業・住宅 

33 簡素及び中級テクノロジーを利用した電力土木構

造物建設 

-簡素及び中級テクノロジーを利用した他で分類さ

れないその他の土木構造物建設 

-簡素及び中級テクノロジーを利用したその他の電

気及び通信網建設 

42204 ✓ 

 

公共事業・住宅 

34 簡素及び中級テクノロジーを利用した灌漑、通信

及び廃棄物管路網建設用プレハブ構造物設置 

42209 ✓ 

 

公共事業・住宅 

35 簡素及び中級テクノロジーを利用した構造物建設 
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-水資源 42911 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-漁港以外の港 42912 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-漁港 42913 ✓ 

 

公共事業・住宅 

36 簡素及び中級テクノロジーを利用したその他の土

木構造物建設用のプレハブ構造物据付 

42919 ✓ 

 

公共事業・住宅 

37 簡素及び中級テクノロジーを利用した解体 43110 ✓ 

 

公共事業・住宅 

38 簡素及び中級テクノロジーを利用した整地 43120 ✓ 

 

公共事業・住宅 

39 電力供給設備にかかる電力設備の建設及び据付： 

-低圧/中圧 

43211 ✓  エネルギー鉱物資源 

40 簡素及び中級テクノロジーを利用した設備 

-通信 43212 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-鉄道信号及び通信 43215 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-主要道路信号及び標識 43216 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-電気電子 43213 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-水路（配管） 43221 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-加熱器及び地熱 43222 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-石油ガス 43223 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-冷却器及び換気 43224 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-機械 43291 ✓ 

 

公共事業・住宅 

積卸場、巻上立杭、化学プラント、鉄工所、溶鉱

炉、コークス炉などの鉱業・製造施設の据付と保

守、発電所における海水、汽水、淡水を純水にす

43299 ✓ 

 

公共事業・住宅 
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る処理システム及び精製設備の設置を含む、他で

分類されないその他の建設 

41 簡素及び中級テクノロジーを利用した工事 
 

-ガラス及びアルミニウム据付 43301 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-床、壁、衛生設備、天井 43302 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-塗装 43303 ✓ 

 

公共事業・住宅 

42 簡素及び中級テクノロジーを利用した装飾 
 

-インテリア 43304 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-エクステリア 43305 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-その他の構造物建設仕上げ 43309 ✓ 

 

公共事業・住宅 

43 簡素及び中級テクノロジーを利用した建設据付 

    

-基礎及びパイル設置 43901 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-足場設置 43902 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-屋根葺き 43903 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-鉄骨骨組 43904 ✓ 

 

公共事業・住宅 

-簡素及び中級テクノロジーを利用したオペレータ

ー付きの建設機器レンタル 

43905 ✓ 

 

公共事業・住宅 

44 43901 から 43905 でまだ分類されていない簡素及

び中級テクノロジーを利用した他で分類されない

その他の特殊建築 

43909 ✓ 

 

公共事業・住宅 
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45 バイク販売事業と統合型のものを除く、バイクの

保守・修繕サービス業 

45407 ✓  工業 

46 小売商業： 
 

-ミニマーケット 47111 ✓ 

 

商業 
 

-デパート以外 47192 ✓ 

 

商業 
 

-非アルコール飲料 47222 ✓ 

 

商業 

 -薬局における人体用の医薬品 47721 ✓  保健 
 

-米 47241 ✓ 

 

商業 
 

-パン、乾菓子、生菓子及びそれに類するもの 47242 ✓ 

 

商業 
 

-コーヒー、白砂糖、パームシュガー 47243 ✓ 

 

商業 
 

-豆腐、テンペ、オンチョム 47244 ✓ 

 

商業 
 

-加工肉及び魚 47245 ✓ 

 

商業 
 

-その他の食品 47249 ✓ 

 

商業 

 -薬局以外での人体用の医薬品 47722 ✓  保健 

 -履物 47712 ✓  商業 

47 郵便及びインターネット注文を通じた小売商業     

-食品、飲料、タバコ、化学品、医薬品、化粧品、

ラボ器具のメディアを通じた小売商業 

47911 ✓  商業 

-繊維、衣類、履物、個人用品のメディアを通じた

小売商業 

47912 ✓  商業 

-家庭用具、台所用具のメディアを通じた小売商業 47913 ✓  商業 

48 宿泊サービス；     
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1 つ星ホテル 55110 ✓ 

 

観光 

星なしホテル(hotel melati) 55120 ✓ 

 

観光 

ツーリストビレッジ（pondok wisata) 55130 ✓ 

 

観光 

ゲストハウス 55199 ✓ 

 

観光 

ヴィラ 55193 ✓ 

 

観光 

49 簡素及び中級テクノロジーを利用した輸送コンサ

ルティング活動 

70202 ✓  公共事業・住宅 

50 簡素及び中級テクノロジーを利用した建築家活動 71101 ✓  公共事業・住宅 

51 簡素及び中級テクノロジーを利用したエンジニア

リング及びそれに関連する技術コンサルティング

活動 

71102 ✓  公共事業・住宅 

52 簡素及び中級テクノロジーを利用したラボ試験サ

ービス 

71202 ✓  公共事業・住宅 

53 電力供給設備又は電力利用設備にかかる電力設備

検査及び試験： 

低圧/中圧電力 

71204 ✓  エネルギー鉱物資源 

54 

 

簡素及び中級テクノロジーを利用した設備技術検

査サービス 

71204 ✓  公共事業・住宅 

55 旅行代理店活動 79111 ✓  観光 

56 旅行ガイドサービス 79921 ✓  観光 

57 サービス活動     
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-複写、書類準備及びその他オフィスサポートサー

ビス 

82190 ✓  商業 

-洗濯屋 96200 ✓  商業 

-理髪店 96111 ✓  商業 

-美容院 96112 ✓  商業 

-衣服仕立て 95291 ✓  商業 

58 プライマリークリニック：民間授産所、総合医療

クリニック、総合治療クリニック、在宅医療サ―

ビス及び基礎医療サービス設備 

86103 ✓  保健 

59 設備修理： 

家庭用設備及び家・畑用設備 

95220 

 

✓  工業 

60 家庭用具及びその他の個人用品修理産業  ✓  工業 

61 肉用鶏（FS)の養鶏 01461 

 

✓ 農業 

62 育種： 
 

-海水魚 03212 

 

✓ 海洋水産 
 

-汽水魚 03252 

 

✓ 海洋水産 
 

-淡水魚 03226 

 

✓ 海洋水産 

63 肥育： 
 

-海水魚 03211 

 

✓ 海洋水産 
 

-汽水魚 03251 

 

✓ 海洋水産 
 

-淡水魚 03221 

 

✓ 海洋水産 

64 塩の生産/抽出事業 08930  ✓ 海洋水産 
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65 水産物加工業： 
 

-魚及びその他の水生生物の塩漬/乾燥 10211 

 

✓ 海洋水産 

-魚及びその他の水生生物の燻煙 10212 

 

✓ 海洋水産 

-魚及びその他の調理品の発酵（抽出及び魚のゼリ

ー事業用） 

10215 

 

✓ 海洋水産 

-すり身ベースの産業 10216 

 

✓ 工業/海洋水産 

66 魚の缶詰 10221 

 

✓ 工業/海洋水産 

67 果物と野菜の塩漬加工業 10311  ✓ 工業 

68 コプラ加工業 10421  ✓ 工業 

69 粉ミルクとコンデンスミルク加工業 10520  ✓ 工業 

70 精製糖産業 10721  ✓ 工業 

71 醤油産業 10771  ✓ 工業 

72 醤油、テンペ、豆腐以外の大豆及び豆類を使った

食品産業 

10793 

 

✓ 工業 

73 年間 2000m3 未満の生産能力の製材産業 16101  ✓ 林業 

74 ラタン、竹及びそれに類する保存処理産業 16103 

 

✓ 工業 

75 ラタン加工業 16104  ✓ 工業 

76 ヤシ産業     

 -ヤシ殻炭/ブリケット産業 20115  ✓ 工業 

 -ココナツファイバー産業 32905  ✓ 工業 

77 精油産業 20294 

 

✓ 工業 
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78 A 級医療機器産業 21015  ✓ 保健 

79 粘土/セラミック製の煉瓦 23921 

 

✓ 工業 

80 粘土/セラミック製のその他の物品産業 23939 

 

✓ 工業 

81 石灰産業 23942 

 

✓ 工業 

82 セメント製品産業 23951 

 

✓ 工業 

83 石灰製品産業 23952 

 

✓ 工業 

84 その他のセメント及び石灰製品産業 23959 

 

✓ 工業 

85 釘、ボルト、ナット産業 25952  ✓ 工業 

86  エンジン・タービンのコンポーネント・部品産業 28113  ✓ 工業 

87 その他のポンプ、コンプレッサー、栓及びバルブ

産業 

28130  ✓ 工業 

88 いたばね、ラジエーター、燃料タンク、マッフ

ル、ブレーキ、ギアボックス、車輪軸、主車輪、

サスペンションショックアブソーバー、ラジエー

ター、サイレンサー、排気パイプ、触媒コンバー

ター、クラッチ、ハンドル、ステアリングコラム

及びボックスシステム、シートベルト・ドア・バ

ンパー・エアバック・座席などの自動車架装ボデ

ィー用部品及び付属品、発電機・オルタネータ

ー・点火プラグ・イグニションワイヤーハーネス/

スターター・自働ドア及び窓開閉システムなどの

自動車用電気器具、インストルメントパネル内へ

29300  ✓ 工業 
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の料金メーター、電圧調整器設置などを含む、4

輪以上の自動車の部品及び付属品産業 

89 二輪・三輪自動車コンポーネント・部品産業 30912 

 

✓ 工業 

90 マリンツーリズム及び魚の捕獲用の木船設備及び

装備産業 

30113 

 

✓ 工業 

91 貴金属製の個人用宝飾品産業 32112 

 

✓ 工業 

92 貴金属製の個人用以外の宝飾品産業 32113 

 

✓ 工業 

93 模造装飾品及びそれに類する製品産業 32120 

 

✓ 工業 

94 宝石産業 32111 

 

✓ 工業 

95 他で分類されない手工芸品産業 32903 

 

✓ 工業 

96 船、ボート及び浮体構造物修繕サービス 33151  ✓ 工業 

97 自動車以外のその他の輸送機器修繕サービス 33159  ✓ 工業 

98 非金属品リサイクル産業 38302 

 

✓ 工業 

  

99 ビル建設： 
 

-オフィスビル 41012 

 

✓ 公共事業・住宅 
 

-産業ビル 41013 

 

✓ 公共事業・住宅 

100 簡素及び中級テクノロジーを利用した橋及び高架

道建設 

42102  ✓ 公共事業・住宅 

101 水産物の販売、ディストリビューション、大規模

商業及び輸出 

46260  ✓ 海洋水産 

102 クーリエ代理店活動 53202 

 

✓ 情報通信 
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103 電力設備分野のコンサルティング 71102  ✓ エネルギー鉱物資源 

104 オペレーティングリース活動： 

-陸上輸送機（オペレーターなしのレンタル） 77311 

 

✓ 商業 

-農業機械及びその設備 77392 

 

✓ 商業 

-オフィス機器及びその設備 77394 

 

✓ 商業 

-他で分類されないその他の機械及びその設備（発

電、繊維、金属/木材加工/作業、印刷及び電気溶

接） 

77399 

 

✓ 商業 

105 クリニック保健ラボ 86903 

 

✓ 保健 

106 機器修繕： 
 

-通信機器 95120 

 

✓ 工業 
 

-家電機器 95210 

 

✓ 工業 
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投資事業分野に関する大統領規程 2021 年第 49 号 

添付書類 III 

 

条件に基づく事業分野リスト 

（2021 年ネガティブリスト） 

 

No. 事業分野 KBLI 条件 

1 地理的表示を取得済みのコーヒー加工産業 10761 内資 100％ 

2 バティック産業： 

-スタンプバティック 

13134 内資 100％ 

3 木製構造物品産業 16221 内資 100％ 

4 伝統化粧品産業 20232 内資 100％ 

5 人体用の伝統薬原材料産業 21021 内資 100％ 

6 人体用の伝統薬品産業 21022 内資 100％ 

7 主要設備産業： 

-武器・弾薬産業 

-戦車産業 

-武装システム用防衛レーダー産業 

-戦艦産業 

-軍用機産業 

 

25200 

30400 

26513 

30111 

30300 

 

-外資 49％まで、又は 

-戦略的利害がある場合、防衛大臣の承認に基づき外資が 49％を超えることが可能 
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8 船舶産業： 

-ピニシ 

-チャディック 

-伝統的な独特のデザインのその他の木造船 

30111 内資 100％ 

9 旅客用定期及び不定期国内海上輸送 50111 外資 49％まで 

10 観光用国内海上輸送 50113 外資 49％まで 

11 旅客用国内パイオニア海上輸送 50114 外資 49％まで 

12 貨物用定期及び不定期国内海上輸送 50131 外資 49％まで 

13 特殊貨物用国内海上輸送 50133 外資 49％まで 

14 貨物用国内パイオニア海上輸送 50134 外資 49％まで 

15 伝統的海運による(pelayaran rakyat)国内海上輸送 50135 外資 49％まで 

16 貨物用定期及び不定期海外海上輸送 50141 外資 49％まで 

17 特殊貨物用海外海上輸送 50142 外資 49％まで 

18 州間一般連絡輸送 50214 外資 49％まで 

29 州間パイオニア連絡輸送 50215 外資 49％まで 

20 県/市間一般連絡輸送 50216 外資 49％まで 

21 県/市間パイオニア連絡輸送 50217 外資 49％まで 

22 県/市内一般連絡輸送 50218 外資 49％まで 

23 定期路線による旅客用河川及び湖輸送 50211 外資 49％まで 

24 不定期路線による旅客用河川及び湖輸送 50212 外資 49％まで 

25 不定期路線による観光用河川及び湖輸送 50213 外資 49％まで 

26 一般貨物及び/又は家畜用河川及び湖輸送 50221 外資 49％まで 
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27 特殊貨物用河川及び湖輸送 50222 外資 49％まで 

28 危険物用河川及び湖輸送 50223 外資 49％まで 

29 定期商用航空輸送 51101 外資は 49％まで及び国内資本保有者は外国資本所有者全体を上回っていること

(single majority) 

30 国内不定期商用航空輸送 51102 外資は 49％まで及び国内資本保有者は外国資本所有者全体を上回っていること

(single majority) 

31 航空輸送活動 51109 外資は 49％まで及び国内資本保有者は外国資本所有者全体を上回っていること

(single majority) 

32 クーリエ活動 53201 外資 49％まで 

33 新聞、雑誌、ニュースレターの発行（プレス） 58130 設立の枠組みにおいては内資 100％、事業追加又は開発の枠組みにおいては（資本

市場を通じて）外資 40％まで 

34 民間放送機関 60102 設立の場合は内資 100％、事業追加又は開発の場合は外資 20％まで 

35 サブスクリプション放送機関 60202 設立の場合は内資 100％、事業追加又は開発の場合は外資 20％まで 

36 小巡礼及び特別メッカ巡礼旅行斡旋活動 79122 100%内資及びイスラム教徒 

37 アートスタジオ 90011 内資 100％ 

 

 


