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インドネシア 貿易管理制度 「輸入品目規制」詳細  

 

1. 輸入禁止品目： ................................................. 3 

・砂糖 

・コメ 

・オゾン層破壊物質 

・古着 

・フロン使用冷蔵システム 

・食品・医薬の原料 

・危険有毒物質 

・廃棄物 

・農具 

・水銀含有医療器具 

・エビ 

・モッツァレラチーズ  

・特定の魚 

 

2. 輸入制限品目： ................................................. 4 

・家畜と（加工）家畜製品   

・コメ 

・トウモロコシ 

・真珠 

・砂糖 

・林業製品 

・にんにく 

・親魚候補、親魚、種苗と真珠の核 

・作物製品 

・鉄鋼・合金と派生品 

・タイヤ 

・カラー多機能機・カラーコピー機・カラープリンター 

・プラスチック原材料 

・潤滑油 

・手工具 

・クリンカーとセメント 

・肥料 

・セラミック 

・ガラスシート 

・塩 
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・水産物 

・携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末 

・サッカリン・チクロ・アルコール含有香料 

・未加工ダイヤモンド 

・食品と飲料・伝統生薬とサプリメント・化粧品と家庭用救急用品・繊維製品・

履物・電気製品・玩具 

・衣料品 

・繊維と繊維製品 

・アルコール飲料とその原材料 

・履物・電気製品・二/三輪車 

・非医薬用前駆体 

・石油ガスとその他燃料 

・ニトロセルロース 

・商業用爆発物 

・オゾン層破壊物質 

・冷却システムベース品 

・危険物質 

・中古資本財 

・工業原材料向けの非有毒危険廃棄物 

・医薬品 

・食品・医薬品・化粧品・食品包装・伝統生薬の原料 

・麻薬・向精神薬・医薬用前駆体 

・家禽とその生肉、内臓、および加工品 

・スチール精錬産業用再生原材料 

・作物種苗 

・危険有毒原料 

・植物のタバコ 

・農薬原料 

・動物専用薬 

・計測機器 

・林産物 
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1. 輸入禁止品目：  

2021年4月1日付商業大臣規定2021年第18号（2022年6月13日付商業大臣規定2022年第40号

で変更）にて輸入禁止品目が定められている。対象品目は8桁のHSコードで： 

a. 特定の種類の砂糖 6品目 

b. 特定の種類のコメ 8品目 

c. オゾン層破壊物質 6品目 

d. 中古の布袋や衣料 3品目 

e. CFCやHCFC-22ベースの冷蔵システム：室温調節機、冷蔵／冷凍庫、コンテナ63品目 

f. 医薬品と食品の特定原料：炭化水素よりのハロゲン化合物など3品目 

g. 有毒危険物質：炭化水素よりのハロゲン化合物など24品目 

h. 有毒危険廃棄物と登録された非有毒危険廃棄物：金属や化学産業よりの残留物質や

金属スクラップなど45品目 

i. 農具や農園用具：スコップや鍬・鋤、斧、園芸ばさみなど6品目 

j. 水銀を含有する医療機器：手動の血圧計や体温計など3品目 

詳細は商業省ウェブサイトの法令ページ（Kementerian Perdagagan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum、http://jdih.kemendag.go.id/peraturan）参照。また、2022年6

月17日付財務大臣決定2022年第24号（No.24/KM.4/2022）では、さらに詳しい品目説明ごと

に188品目がリストアップされている（財務省ウェブサイトの法令ページ（Kementerian 

Keuangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 、

https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home 参照）。 

 

また、商業省以外の省庁が定める輸入禁止品目もある。 

・エビ 

インドネシア商業省と海洋水産省は合同で、2010年12月23日付商業・海洋水産大臣合同

規定2010年第52号・PB2号（No.52/M-DAG/PER/12/2010＆No.PB.02/MEN/2010）にてエビの輸

入を禁止している。対象はHSコードex. 0306.13.00.00、ex. 0306.23.30.00 に該当するエ

ビ。 

・モッツァレラチーズ 

インドネシア農業省畜産総局は、2008 年4 月2 日付農業省畜産総局長回状2008年第

02033 号（No.02033/SE/H/F/04/2008）にて、イタリアからのモッツァレラチーズの輸入を

停止する措置をとった。  

・特定の魚 

2020年7月20日付海洋水産大臣規定2020年第19号（No.19/PERMEN-KP/2020）にて、危険、

有毒、寄生の性質から市民、養殖、水産物資源とその環境、人の健康を脅かす可能性のあ

る魚、計75種のインドネシア国内への搬入を禁止した。詳細は海洋水産省ウェブサイトの

法令のページ（Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan 

http://jdih.kemendag.go.id/peraturan
https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home
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dan Perikanan, http://jdih.kkp.go.id）で確認できる。 

・医薬・食品の原料 

2017年12月20日付国家食品医薬品監督庁（BPOM）長官規定2017年第29号にて、医薬食品

の原料としてのカリソプロドール（HSコード2924.19.10）、シブトラミンHCI 水和物（HSコ

ードex2921.49.00、CAS No. 125494-59-9）、シブトラミン（HSコードex2921.49.00、CAS No. 

106650-56-0）、リンデン（HSコード2903.81.00、CAS No. 58-89-9）の輸入が禁止された。 

 

2. 輸入制限品目：  

2021年4月1日付商業大臣規定2021年第20号（2022年5月1日付商業大臣規定2022年第25号

で変更）にて輸入が管理される品目がまとめられた。対象品目は8桁のHSコードで延べ4,345

品目あり、以下の分野にわたる： 

a. 家畜と（加工）家畜製品 

b. コメ 

c. トウモロコシ 

d. 真珠 

e. 砂糖 

f. 林業製品 

g. にんにく 

h. 親魚候補、親魚、種苗と真珠の核 

i. 作物製品 

j. 鉄鋼・合金と派生品 

k. タイヤ 

l. カラー多機能機・カラーコピー機・カラープリンター 

m. プラスチック原材料 

n. 潤滑油 

o. 手工具 

p. クランカーとセメント 

q. 肥料 

r. セラミック 

s. ガラスシート 

t. 塩 

u. 水産物 

v. 携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末 

w. サッカリン・チクロ・アルコール含有香料 

x. 未加工ダイヤモンド 

y. 食品と飲料・伝統生薬とサプリメント・化粧品と家庭用救急用品・繊維製品・履物・
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電気製品・玩具 

z. 衣料品 

aa. 繊維と繊維製品 

bb. アルコール飲料とその原材料 

cc. 履物・電気製品・二/三輪車 

dd. 非医薬用前駆体 

ee. 石油ガスとその他燃料 

ff. ニトロセルロース 

gg. 商業用爆発物 

hh. オゾン層破壊物質 

ii. 冷却システムベース品 

jj. 危険物質 

kk. 中古資本財 

ll. 工業原材料向けの非有毒危険廃棄物 

輸入に際し課せられる条件と必要な許認可（登録輸入業者（IT）や製造輸入業者（IP）の

認定、輸入承認（PI）の取得、船積み前検査のサーベイヤーレート（LS）の要否）、ポス

トボーダー検査が適用されるか否か、の一覧が示されている。 

また、以上の品目輸入のうち例外となる場合も、その条件や必要になる文書、免除期間が

一覧になっている。 

以上の詳細は、商業省ウェブサイトの法令ページ（Kementerian Perdagagan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum、http://jdih.kemendag.go.id/peraturan）参照。輸入

予定品のHSコードから検索するとよい。また、特定の品目については、2022年6月17日付財

務大臣決定2022年第23号（No.23/KM.4/2022）でも詳細を確認できる。財務省ウェブサイト

の法令ページ（Kementerian Keuangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum、

https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home を参照。 

 

他に以下の定めもあり、併せて参照する必要がある。 

・大型反芻家畜 

2019 年 7 月 30 日付農業大臣規定 2019 年第 41 号にて、HS コードが Ex.0102.29.19、

Ex.0102.29.90に該当する牛と Ex.0102.39.00 に該当する水牛の輸入には、商業大臣よ

りの搬入許可が必要と定められている。これを取得するには農業大臣からの推薦状など

が必要（農業大臣の推薦状については 2011 年 9 月 7 日付農業大臣規定 2011 年第 52 号

（No.52/Permentan/OT.140/9/2011）による）。輸出国とその事業所はインドネシア農業

大臣から認定を得なければならず、家畜の衛生技術条件や大型反芻家畜のスペック条件

もクリアしないとならない。   
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・牛肉類と加工品 

2019 年 8 月 5 日付農業大臣規定 2019 年第 42 号にて、牛を解体したもの、牛肉、牛

の内臓、およびこれらの加工品（HS コードは 0201、0202、0206）の輸入は、農業省畜

産・家畜衛生総局が牛肉搬入国として認定した国の、同牛肉搬入事業所としての認定を

受けた事業所からのみ可能で、農業大臣から推薦状を取得した上で、商業省から輸入承

認を得た業者が輸入すると定められている。 

輸入される牛肉類の包装は輸出国からのものがそのままでなければならず、包装に

は少なくとも目的地（インドネシア、）、牛肉搬入事業所の名称・所在地・施設番号

（Establishment Number）、と畜日・解体日・製造日・消費期限、および／あるいは製

造日、枝肉・肉・内臓および／あるいは加工品の数量・種類・特長、ハラール認証に

ついて記載されたラベル表示をしないとならない。また、と畜からインドネシアに輸

入されるまでの期間を、冷凍牛肉の場合は最大マイナス 18度での保蔵で 6ヶ月間、冷

蔵牛肉の場合は同 4度で 3ヶ月間に制限。輸入された牛肉はコールドチェーンその他

の設備を有したホテルやレストラン、ケータリング、工業、市場、その他災害支援目

的の贈与、研究開発、サンプル（200kg以下）といった特別な用途での使用・流通向け

供給に限定されている。 

なお、日本は現在、牛肉搬入国としてインドネシア政府に認められており、厚生労働

省がインドネシア政府との協議の結果として対インドネシア輸出牛肉の取扱要綱を定

めている。農林水産省のサイト

（ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#indones

ia ）で確認できる。 

・真珠 

2013年 4月 11日付海洋水産大臣規定 2013年第 8号（No.8/PERMEN-KP/2013）は、輸

入が認められる真珠は淡水あるいは海水で育った天然/養殖真珠（HSコードは 

7101.10.00.00、7101.21.00.10、7101.21.00.20、7101.22.00.10、7101.22.00.20）に

限定。真珠はその輝き度と損傷度に応じて Aから Eまでの品質レベルに分類されるが、

輸入が認められる真珠はレベル A（輝き度：高、小さな損傷 10％まで）から C（輝き度：

中、小さな損傷 60％まで又は損傷 30％まで）まで。上記の商業省の輸入承認を取得す

るには、海洋水産省から推薦状を取得する必要がある。 

真珠の搬入地は、ジャカルタおよびスラバヤの国際空港のみに限られる。輸入に当

たり検疫を受ける必要があり、輸入者は遅くとも輸入の 1日前までに水産物検疫官に

届け出、到着時に上記の推薦状と輸入承認のほか、原産地証明書を提出。水産物検疫

官による書類審査、および真珠の品質検査を受け、搬入承認書を受けなければならな

い。この搬入承認書を取得した真珠のみ、国内で流通させることができる。 
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なお、ハンドキャリーで真珠をインドネシア国内に持ち込む場合は、50グラムまで

の数量制限があるが、輸入承認の取得や品質検査義務、搬入地の制限はない。到着時

に水産物検疫官に届け、真珠を提出する必要がある。 

 

・親魚候補、親魚、種苗と真珠の核 

2020 年 9 月 22 日付海洋水産大臣規定 2020 年第 30 号（No.30/PERMEN-KP/2020）は、

親魚候補、親魚、種苗と真珠の核の輸入には、海洋水産大臣の輸入推薦状に従って発

行された商業大臣の輸入承認が必要としている。 

輸入される親魚候補、親魚および／あるいは種苗は、魚の品質と健康の保証条件を満

たし、法令で禁止と定められている魚の種類に含まれないことが条件。輸入推薦状は、

輸入業者認定番号（API）として有効な事業基本番号（NIB）、輸入承認の旨のリスク分

析結果書（OIE 加盟国からの最初の搬入と非 OIE 加盟国からの搬入の都度）、事業所と

原産国当局による過去 2 年間の魚の疫病管理モニタリング・サーベイランス・リポー

トを添付して、オンライン・シングル・サブミッション（OSS）を通じて申請する。 

一方、輸入される真珠の核は、品質とクオリティを有し、インドネシアにおいていま

だ生産されたことがないことが条件。輸入推薦状は、APIとして有効な NIBを添付して

OSS経由で申請する。 

輸入承認の有効期間はいずれも 1年。輸入推薦状を取得した者には毎月の輸入実績報

告義務がある。 

 

・作物製品 

2012 年 3 月 6 日付農業大臣規定 2012 年第 15 号（No.15/Permentan/OT.140/3/2012）

は、輸入生鮮果物、果実野菜の輸入をべラワン（メダン）、タンジュンぺラック（スラ

バヤ）、スカルノハッタ（マカッサル）の 3港と首都のスカルノハッタ空港、および自

由貿易港に指定された港に限定。また、2011 年 12 月 14 日付農業大臣規定 2011 年第

90 号（No.90/Permentan/OT.140/12/2011）は、輸入生鮮ネギ科野菜の搬入地をタンジ

ュンぺラック（スラバヤ）、べラワン（メダン）、マカッサルの 3 港と首都のスカルノ

ハッタ空港に限定している。 

また、2015年2月10日付農業大臣規定2015年第4号（No.04/Permentan/PP.340/2/2015）

にて、植物由来の生鮮食品の輸入に植物性食品安全証明書（prior notice）と分析証

明書（Certificate of Analysis、非認定国からの輸入の場合）の提出が義務付けられ

ている。対象は果物 3 品目、野菜 36 品目、穀類 7品目、木の実 6品目、豆類 5 品目、

農園作物 6品目で、農業省農業検疫庁ウェブサイトの法令ページ（Kementerian 

Pertanian Badan Karantina Pertanian、

https://karantina.pertanian.go.id/page-33-regulasi.html）で確認できる。化学物

質汚染と微生物汚染の安全性基準を満たしているかどうかを監視することが目的であ
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る。 

 

・鉄鋼・合金と派生品 

鉄鋼製品の輸入は、製造輸入業者認定番号（API-P）または一般輸入業者認定番号

（API-U）として有効な事業基本番号（NIB）を有する会社が、輸入承認を取得した後に

行える。2019年1月18日付工業大臣規定2019年第1号（2019年10月18日付工業大臣規定

2019年第32号、2021年2月8日付工業大臣規定2021年第4号で変更）によると、工業省の

（技術的）見解は、工業省のオンラインサイトSIINas

（https://siinas.kemenperin.go.id/）を通じて申請。輸入品目のHSコード、数量とス

ペック、船積み港、目的港、船積み前検査内容などが工業省からの見解で決まり、これ

らが商業省からの輸入承認にも記載される。 

輸入承認の申請にはこのほか、販売契約または注文証明（一般輸入業者認定番号API-U

の保有会社の場合）、Mill Test Certificate（合金鋼の輸入の場合）も必要。輸入承

認の有効期間は最長1年。なお、コンプリメント品、市場テストやアフターセールス・

サービスのための品として鉄鋼製品を輸入するAPI-P保有会社は、専用の輸入承認を取

得する。 

鉄鋼製品の輸入には船積み前検査や輸入実績報告の義務もあるが、自動車・電気製

品・造船・航空機・重機とこれらの部品、および金型の各産業の API-P 保有会社、優先

レーンや Authorized Economic Operatorに認定された API-P保有会社、用途免税制度

（USDFS）のユーザーである API-P保有会社などが、HSコード ex 7213.91.30、ex 

7213.91.90、ex 7213.99.90、ex 7225.50.90のうち特定の鉄鋼・合金鋼・派生品を輸入

する場合は、船積み前検査義務が適用されない。 

・カラーコピー機 

2006 年4 月19 日付国家諜報庁長官決定2006年第61 号（No.KEP-061）にて、カラー

多機能機、カラーコピー機、その他のカラー複写機械等の輸入業者に偽札取締調整庁か

らのカラー多機能機、カラーコピー機、その他のカラー複写機械の運転免許の取得が義

務付けられている。 

・塩 

2018年3月15日付政令2018年第9号は、工業原材料・補助材として輸入される塩は、海

洋水産省ではなく、工業省の推薦状に基づいて商業省から輸入承認を得た輸入業者が輸

入するとしている。2018年10月30日付工業大臣規定2018年第34号によると、輸入をしよ

うとする会社には、塩加工ユニットの保有や国産塩の採用計画、工業大臣が指定した機

関による検査済の塩の年間輸入計画を毎年10月31日までに提出する義務があり、推薦状

において搬入港、輸入される塩の種類や数量、搬入時期、品質基準が決定される。3ヶ

月ごとの輸入実績報告義務もある。 
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・水産物 

工業原材料・補助材としての水産物の輸入に必要な工業省の推薦状取得については、

2018年8月20日付工業大臣規定2018年第19号にて、翌年の工業原料・補助材としての水

産物の必要計画を遅くとも前年の10月末までに工業省のオンラインシステムである

SIINas（https://siinas.kemenperin.go.id/）を通じて提出しなければならないとさ

れている。翌年1月15日までに輸入実績報告をする義務がある。 

一方、工業原材料・補助材向け以外の水産物の輸入に必要な海洋水産省の推薦状取

得については、2021年1月4日付け海洋水産大臣規定2021年第1号にて、OSSを通じて申

請して仮推薦状を取得した後、適正加工認証やリスク分析結果などのコミットメント

をwww.rphp-online.kkp.go.idを通じて履行し、正式発効させると定められている。推

薦状の発行は1年に2回で、推薦状を取得した事業者には毎月の輸入・ディストリビュ

ーション実績や在庫について、www.rphp-online.kkp.go.idを通じて報告する義務あり。

輸入には魚の衛生や水産物の品質・安全性が保証されること、ラベル添付および／あ

るいはインボイスやパッキングリストがあること、違法漁獲などに由来しないこと、

輸入禁止の魚でないことが条件づけられており、搬入港は、すべての国際空港と、ベ

ラワン（メダン）、バトゥアンパル（バタム）、タンジュンプリオク（ジャカルタ）、

タンジュンマス（スマラン）、タンジュンペラック（スラバヤ）、タンジュンワンギ

（バニュワンギ）、スカルノハッタ（マカッサル）、ビトゥンの8海港に限定されてい

る。 

また、2019年 3月 6日付海洋水産大臣規定 2019年第 11号（No.11/PERMEN-KP/2019）

は、海外からの水産物の搬入には、原産地証明、検疫施設証明コピー、ラベルまたは

インボイス／パッキングリスト、漁獲証明が必要としている。 

・ 携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末 

2016年 7月 26日付工業大臣規定 2016年第 65号（No.65/M-IND/PER/7/2016）は、 携

帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュータの現地調達率について定められて

いる。現地調達率を満たしていない携帯電話、スマートフォン、タブレットコンピュ

ータの輸入が難しいため、注意が必要である。 

また、2020年 4月 17日付財務省関税総局長規定 2020年第 5号（No.PER-05/BC/2020）

にて、通信媒体の輸入に際しては国際識別番号（IMEI） を輸入申告書（PIB）にて申

告するよう定められている。 

・エチルアルコール・バイオディーゼル 

2019年5月20日付工業大臣規定2019年第20号は、HSコード22.07（エチルアルコール）

や38.26（バイオディーゼル）に属する工業用燃料9品目（HSコード8桁ベース、詳細は

商業省ウェブサイトの法令のページ（Kementerian Perdagagan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum、http://jdih.kemendag.go.id/peraturan）で確認できる）の輸

入は製造業者あるいは一般輸入業者が輸入承認を取得した後に行うと説明。輸入承認

http://www.rphp-online.kkp.go.idを通じて報告する義務あり。輸入には魚の衛生や水産物の品質・安全性が保証されること、ラベル添付および／
http://www.rphp-online.kkp.go.idを通じて報告する義務あり。輸入には魚の衛生や水産物の品質・安全性が保証されること、ラベル添付および／
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は工業省が発行する輸入推薦状に従って発行される。輸入推薦状は、国内の需要や生

産能力のほか、過去の業績を勘案して発行されるもので、工業省内のアグロ産業育成

総局農園林産物産業育成局長または化学産業育成総局川上化学産業育成局長宛て、1

年間の輸入計画、セーフティ・データ・シートなどを添付して申請する。 

・中古資本財 

2021年 4月 1日付商業大臣規定 2021年第 20号（2022年 5月 1日付商業大臣規定 2022

年第 25号で変更）は、輸入品は新品であることを義務付けているが、輸出振興、競争

力の向上、事業の効率化、インフラ開発、再輸出を目的とする生産プロセスのために

必要だが国内では調達が難しい特定の資本財については中古の状態で輸入することも

できるとし、8 桁の HS コードベースで延べ 665 品目を挙げている。年齢制限があり、

詳細は商業省ウェブサイトの法令ページ（ Kementerian Perdagagan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum、http://jdih.kemendag.go.id/peraturan）で確認

できる。輸入承認や船積み前検査が必要。 

・食品・医薬品・化粧品関連  

食品は、1989年6月2日付保健大臣規定1989年第382号（No.382/MEN.KES/PER/VI/1989）

にて、小売用に包装されてラベルを付された輸入加工食品の場合は当局に登録し、ML番

号を取得するよう定められている。登録先は国家食品・医薬品監督庁（BPOM）。医薬品

も同様の手続きが必要である。さらに食品・医薬品と関連製品についてBPOMは様々な規

定を発布している。化粧品も、ノーティフィケーションの形式の流通許可を取得する義

務がある（2022年10月4日付BPOM規定2022年第21号）。 

① 食品・医薬品・化粧品の輸入：2017年12月20日付BPOM長官規定2017年第30号（2020

年7月9日付BPOM規定2020年第15号で変更） 

8桁の HSコードベースで医薬品 70品目、伝統生薬 8品目、化粧品 31品目、サプリ

メント 6品目、医薬部外品 2品目、加工食品 422品目の輸入を（詳細は BPOMウェブサ

イトの法令ページ（Badan Pengawas Obat dan Makanan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum、https://jdih.pom.go.id/）参照）、国内流通許可の保有者とその委

任者に限定。輸入の都度、医薬品は輸入申告時までにボーダー輸入承認書（SKI Border）

を取得していなければならず、医薬部外品と伝統生薬、化粧品、サプリメント、加工

食品は搬出承認が出てから 7日以内にポストボーダー輸入承認書（SKI Post Border）

を取得する義務がある。化粧品・伝統生薬・医薬部外品・健康サプリメントは輸入時

に保存期間全体の最低 1/3残していること、バイオロジー製品は賞味期限 9日前であ

ること、医薬品と加工食品は保存期間全体の 2/3を残していることが義務付けられて

いる。 

② 食品・医薬品・化粧品の原料輸入：2017年12月20日付BPOM長官規定2017年第29号（2020

年7月9日付BPOM規定2020年第14号で変更） 
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化粧品を含む医薬品、伝統生薬、サプリメント、加工食品の原料輸入は食品・医薬

品分野の製造業者や輸入業者に限定される。対象品目は HSコード 8桁ベースで、医薬

品の原料 124品目、伝統生薬の原料 23品目、化粧品の原料 2品目、サプリメントの原

料 45品目、医薬部外品の原料 2品目、加工食品の原料 358品目、食品添加物が 47品

目。他に中小企業への供給向けに輸入が認められる食品、伝統生薬、化粧品の原料の

定めもある（詳細は BPOMウェブサイトの法令ページ（Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum、https://jdih.pom.go.id/）参照）。輸

入の都度、医薬品と伝統生薬の原料は輸入申告時までにボーダー輸入承認書（SKI 

Border）を取得していなければならず、医薬部外品と化粧品、サプリメント、加工食

品の原料は搬出承認が出てから 7日以内にポストボーダー輸入承認書（SKI Post Border）

を取得することが義務。優先サービス・リストに上がった輸入承認書申請者による申

請によるものは審査なし、e-BPOMを通じて自動的にプロセスするという制度がある。

医薬品原料の輸入は医薬品メーカー（自社生産への使用向け）あるいは大規模医薬品

商（医薬品メーカーへの販売向け）しか行えず、輸入承認を得た医薬品メーカーある

いは大規模医薬品商には医薬品原料輸入・（医薬品生産への）使用・流通の実績報告を、

輸入のつど、翌月 10日までに、BPOMへ提出する義務もある。 

③ 医薬品・化粧品のコンプリメンタリー輸入：2016年 12月 23日付 BPOM 長官規定 2016

年第 27号  

製造輸入業者認定番号（API-P）を有する医薬品、伝統生薬、化粧品の製造会社には、

これら製品を製造するのに必要な原材料の輸入は認められていて、これらの製品その

ものを輸入することはできないが、投資と事業開発のため必要な場合に限り、コンプ

リメンタリー品としてこれら製品の輸入が認められる。輸入ができるのは、申請者に

よってまだ生産されていない製品で、当該の製造会社の事業許可に則しており、当該

製造会社とエージェント／ディストリビューター指名書を通じて特別関係にある海外

の会社が生産したものであり、流通許可番号の取得が条件。これらの輸入に当たって

は事前に、BPOM 長官から輸入承認を得るための推薦状を取得する必要がある。推薦状

において HSコード、製造元ごとに輸入数量、船積み港、目的港が定められる。推薦状

の有効期間は流通許可期間内最大 2年間。輸入された製品は他者への販売・譲渡が可

能である。推薦状を取得した会社には、3ヶ月ごとの輸入実績報告が義務付けられてい

る。 

④ 食 品 包 装 原 料 の 輸 入 ： 2009 年 4 月 13 日 付 BPOM 長 官 規 定 2009 年

No.HK.00.05.1.55.1621  

食品包装原料のインドネシア国内への輸入には、毎回の輸送にあたり食品・医薬品

監督庁長官からの文書による承認を得るよう義務付けられている。また、食品包装に

使用が認められる食品包装原料として604 品目（HS コード10 桁ベース）がリストア

ップされている。詳細はBPOMウェブサイトの法令ページ（Badan Pengawas Obat dan 
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Makanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum、https://jdih.pom.go.id/）で

確認できる。  

⑤ 伝統生薬原料の輸入：2009 年1 月13 日付国家食品・医薬品監督庁長官規定2009年

No.HK.00.05.1.42.0115 

HS コード10 桁ベースで177 品目の伝統生薬原料の輸入を、国家食品・医薬品監督

庁長官から承認を得た輸入業者、ディストリビューター、伝統生薬/医薬品製造業者に

限定。輸入承認は1 回の輸入にのみ有効とされており、搬入の都度、国家食品・医薬

品監督庁長官宛てに申請して承認を得なければならない。また、輸入は国内備蓄量を

勘案して制限されることがある。対象となる原料の詳細は、BPOMウェブサイトの法令

ページ（Badan Pengawas Obat dan Makanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum、

https://jdih.pom.go.id/）で確認できる。  

⑥ 加工食品のラベル表示義務：2018年9月21日付BPOM長官規定2018年第31号  

加工食品のラベルは流通許可時に承認されるもので、輸入加工食品の場合はインドネ

シア国内に搬入される際にはラベル表示がなされてなければならない。記載最低事項は

製品名、原材料、内容量、製造者／輸入者の名称と住所、ハラル（義務付けられていれ

ば）、製造年月日と製造コード、賞味期限、流通許可番号、特定食品原料の由来（下記

⑦参照）。詳細は BPOM ウェブサイトの法令ページ（Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum、https://jdih.pom.go.id/）で確認でき

る。 

⑦ 豚 由 来 原 料 の 表 示 義 務 ： 2010 年 6 月 30 日 付 BPOM 長 官 規 定 2010 年

No.HK.03.1.23.06.10.5166   

イスラム教で摂取が禁止されている豚由来の、あるいは豚を含む医薬品、伝統生薬、

化粧品、栄養食品、食品・飲料には、豚を含有していることを赤字で表示すること、

アルコール由来の、あるいはアルコールを含む医薬品、伝統生薬、化粧品、栄養食品、

食品・飲料については、アルコール含有度を表示することを国内流通許可の取得条件

としている。更に、その他のイスラム教で摂取が禁じられている特定の原料由来の、

あるいはそれらを含む食品・飲料の流通は禁止されている。輸入の医薬品、伝統生薬、

化粧品、栄養食品、食品・飲料にも適用される。イスラム教で摂取が禁じられている

特定の原料については、BPOMウェブサイトの法令ページ（Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum、https://jdih.pom.go.id/）で

確認できる。  

⑧ バーコードの添付義務：2018年12月5日付BPOM長官規定2018年第33号 

インドネシア国内で流通する医薬品、伝統生薬、サプリメント、化粧品、加工食品

に、基本データの入った2Dのバーコードを添付することが義務付けられた。輸入商品

も例外ではない。 
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・潤滑油 

HS コード2710.19.41に該当する原料としての潤滑油の輸入は、製造輸入業者認定番

号（API-P）として有効な事業基本番号（NIB）を有する会社のみ、輸入承認を得て行

える。輸入承認の申請には登録潤滑油番号（NPT）などが求められていた。ポストボー

ダー検査が適用される（「輸入関連法」参照）。 

・繊維と繊維製品 

繊維・繊維製品の輸入は、製造輸入業者認定番号（API-P）または一般輸入業者認定

番号（API-U）として有効な事業基本番号（NIB）を保有する企業が、輸入承認を取得

した後に行える。対象は、HSコード50.07、52.08～52.12、53.09～53.11、54.07、55.12

～55.16、57.01～57.05、58.01～58.02、58.04～58.11、59.01～59.03、59.07、59.11、

60.01～60.06、54.02、55.01、55.03～55.04、55.06、51.11～51.13、54.01～54.02、

56.05番台の、8桁のコードで454品目。原則、API-P保有企業は自社での生産に必要な

原材料や補助材として輸入が認められるもので、第三者への譲渡は不可。一方、API-U

保有企業による輸入はメーカー等への販売用で、特に HSコード 5703.21.00と

5703.29.90に該当する繊維・繊維製品の場合、既製品はAPI-U保有企業のみ、半製品は

API-P企業のみ、輸入が認められている。輸入承認にはHSコード、種類、数量（API-P

企業の場合は事業許可に記載された生産キャパを超えないものと思われる）、原産国、

船積み港、目的港などが記載され、有効期間は最長1年。ただし、保税地区から国内の

関税地域への搬入には、これら輸入承認の規則は適用されない。船積み前検査義務あ

あるが、保税地区から国内の関税地域への搬入には適用されない。保税地区、保税倉

庫、保税物流センター、自由貿易地区／自由港、経済特区への繊維・繊維製品の搬入

は、以上の規則の例外。また、旧令にあったAPI-U保有企業に対する中小事業者支援の

縛りは、商業大臣規定2021年第20号では記載されていない。 

バティック繊維・繊維製品とバティック・モチーフの繊維・繊維製品の場合は、製

造輸入業者認定番号（API-P）または一般輸入業者認定番号（API-U）として有効な事

業基本番号（NIB）を保有する企業が、輸入承認を取得した後に輸入できる。対象は、

HSコード50.07、51.12、52.08～52.12、53.11、54.08、62.03～62.05、62.07～62.08、

62.13、62.15、63.01～63.04のうち、特定のバティック繊維・繊維製品とバティック・

モチーフの繊維・繊維製品76品目。 

搬入港はメダンのべラワン、スラバヤのタンジュンペラック、マカッサルのスカル

ノハッタの3海港とタンゲランのスカルノハッタ空港に限られている。なお、保税地区

から国内の関税地域への搬入には、これら輸入承認の規則は適用されない。船積み前

検査の義務がある。ただし、輸出目的の輸入便宜（KITE）を利用するAPI-P保有企業、

保税地区から国内の関税地域への搬入の場合には適用されない。 

保税地区と保税倉庫への繊維・繊維製品の搬入は、以上の規則の例外。 
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・ 麻薬、向精神薬、医薬用前駆体 

2013年 1月 18日付保健大臣規定 2013年第 10号により、麻薬、向精神薬、医薬用

前駆体の輸入は保健サービスと科学技術開発の目的のみに限定。輸入者は、麻薬の輸

入は保健大臣の特別許可を取得した国営の大規模医薬販売会社 1社のみ、向精神薬と

医薬用前駆体の輸入は保健大臣により製造輸入業者（IP）あるいは登録輸入業者（IT）

に指名された医薬品メーカーや大規模医薬販売会社、研究開発機関に制限されている。

いずれも保健大臣からの輸入承認書の取得が必要で、輸入承認書の取得には国家食

品・医薬品監督庁から監督結果分析（AHP）を取得する必要がある（2013 年 5月 10日

付国家食品・医薬品監督庁長官規定 2013年第 32号）。 

なお、麻薬、向精神薬の分類は 2017年 7 月 26日付保健大臣規定 2017 年第 41号に

て、前駆体の分類は同第 3号に示されている。保健省ウェブサイトの法令のページ

（Kementerian Kesehatan Peraturan Perundangan Bidang Kesehatan、

https://www.kemkes.go.id/index.php?act=regulation）で確認できる。  

・ 家禽とその生肉、内臓、および加工品 

2013年8月28日付農業大臣規定2013年第84号（No.84/Permentan/PD.410/8/2013、

2013年 9月 28日付農業大臣規定 2013年第 96号（No.96/Permentan/PD.410/9/2013）

にて変更）により、家禽とその生肉、内臓、および加工品の輸入には商業大臣の搬

入許可が求められているが、この搬入許可の申請には農業省の推薦状を事前に取得

しなければならない。搬入者、原産国、梱包やラベル・輸送などに条件や決まりが

ある。 

・スチール精錬産業用再生原材料 

2014 年 7 月 2 日付工業大臣規定 2014 年第 61 号（No.61/M-IND/PER/7/2014）にて、

スチール精錬産業のための再生原材料の輸入は鉄鋼再生原材料使用許可書を有する者

に限られ、船積み前検査も義務付けられている。スチール精錬産業のための再生原材

料の種類や該当 HS コード、品質条件などは工業省ウェブサイトの法令のページ

（ Kementerian Perindustrian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 、

http://jdih.kemenperin.go.id/ ）で確認することができる。 

・作物種苗 

2017年5月18日付農業大臣規定2017年第15号（No.15/PERMENTAN/HR.060/5/2017、

2018年 4月 16日付農業大臣規定 2018年第 17号（No.17/PERMENTAN/HR.060/4/2018）、  

2018 年 5 月 31 日付農業大臣規定 2018 年第 26 号（No.26/PERMENTAN/HR.060/5/2018）

で変更）にて、作物種苗の輸入は、事業体や政府機関、個人らが農業大臣の許可を得

た後に行えるとしている。 

・危険有毒原料（B3） 

2017年 6月 6日付け環境林業大臣規定 2017年第 36号

（No.P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017）にて、危険有毒原料を輸入する者に対し、
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輸入する危険有毒原料の環境林業省への登録、危険有毒原料の輸出入を行う者に環境

林業省への通知（Notification）が義務付けられている。登録・通知は環境林業省の

サイト http://ptsp.menlhk.go.idを通じて申請。さまざまな書類の添付が求められる

中、登録しようとする危険有毒原料が水銀の場合は危険原料製造輸入業者（IP-B2）ま

たは危険原料特定輸入業者（IT-B2）の認定、登録しようとする危険有毒原料がオゾン

層破壊物質（BPO）の場合は、オゾン破壊物質製造輸入業者（IP-BPO）あるいはオゾン

破壊物質登録輸入業者（IT-BPO）の認定を添付することが求められる。 

・植物のタバコ 

2017年11月2日付商業大臣規定2017年第84号にて、2018年1月8日より、HSコード

2401.10番台13品目の植物のタバコ（tembakau＝tobacco、以下タバコ）の輸入者が、

商業大臣から輸入承認を取得した輸入業者認定番号（API）を有する企業に限定され

る。対象品目の詳細は、法務人権省法規総局ウェブサイトの大臣法令ページ

（Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan Daftar Peraturan Menteri、

https://peraturan.go.id/peraturan/permen.html）参照）。 

輸入は国内の備蓄と、国内で栽培されていない種類を勘案し、商業省が定める国内

の需要計画に基づき行われるもので、API-P保有企業は自社生産の原材料として、

API-U企業は中小たばこ製造業者や自社で輸入をしない企業への供給のため、輸入を

行う。 

輸入承認の申請には農業大臣からの推薦状などが必要で、有効期間は最長1年間、

輸入するタバコの種類、HSコード、船積み港、目的港が記載される。 

輸入には船積み前検査と輸入実績報告（毎月、翌月15日まで）が義務付けられてい

る。 

なお、農業大臣からのたばこ輸入推薦状については2019年4月25日付け農業大臣規

定2019年第23号を参照。  

・農薬原料 

2015年農業大臣規定 2015年第 39号（No.39/PERMENTAN/SR.330/7/2015、2018年 1

月 15 日付農業大臣規定 2018 年第 6 号（No.06/PERMENTAN/SR.330/1/2018）で変更）

にて、農薬原料の輸入は農業大臣から許可と登録番号を取得した後に認められるとさ

れている。ポストボーダー検査適用（「輸入関連法」参照）。 

・動物専用薬 

2018年3月2日付農業大臣規定2018年第9号（No.09/PERMENTAN/PK.350/3/2018）にて、

動物専用薬は、国内の公共利益のためだけに、国内未生産または生産されているが数

量が不足しているものに限り、決められた時期に決められた数量のみ、政府機関や協

会によって輸入されるとした。 
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・計測機器 

2012年12月14日付商業大臣規定2012年第74号（No.74/M-DAG/PER/12/2012、2018年1

月15日付商業大臣規定2018年第23号で変更）にて、計測機器の輸入業者は計測機器の

タイプごとのタイプ許可を有していないとならないとされている。タイプ許可の申請

には、計測機器が技術的条件規定をクリアしていることについての試験結果証明

（SKHP）や、SNI強制適用のものの場合はSNI証使用製品証明（SPPT SNI）などが必要。

ラベル表示、輸入実績報告の義務あり。対象はHSコード8桁ベースで、長さを測るも

のが12品目、燃料輸送車の計測タンク（HS ex.8716.31.00）、パーキングメーター（HS 

9106.90.10）、自動秤5品目、非自動秤4品目、メカニカル秤4品目、秤（HS 9016.00.00）、

水分含有度メーター（HS 9016.00.00）、液体メーター3品目、ガスメーター（HS 

9028.10.90、ex.8414.80.90）、電気メーター（HS 9028.30.10）。詳細は商業省ウェブ

サイトの法令のページ（Kementerian Perdagagan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum、http://jdih.kemendag.go.id/peraturan）で確認できる。 

・林産物 

2022年8月22日付環境林業大臣規定2022年第20号にて、ワシントン条約付属書に掲載

された林産物の国際流通には、ワシントン条約付属書林産物輸送書類である海外野生

動植物輸送書類（SATS-LN）と、V-legalまたはFlegtライセンスを添付しなければな

らないと定められている。野生動植物の国際流通のための事業許認可を有する事業者

のみ行える。 

 

以 上 


