
インドネシア通信 2019 年 ４月 記事総覧 

（No.5509 –3 日  No.5510 –10 日  No.5511 –17 日  No.5512 –24 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5509 自動車メーカー 本年は CBU の輸出にアクセル踏むと 自動車 

 ガルーダ ジャカルタ-名古屋直行便 23 日就航 週 4 便 名古屋直行便 

 MRT 各区間の運賃発表、最長区間 Rp14,000 最短区間 Rp3,000 円借款 

 MRT の駅にゴミ箱が少ない、その理由は？  同上 

   5510 イのパーム油輸出 日本は RSPO 認証義務を２年間猶予 パーム油輸入 

 スカルノ-ハッタ空港 Skytrax の世界ベスト空港４０位に 国際空港 

 MRT 開通で南ジャカルタ（ルバック・ブルスなど）地下上昇 円借-地下鉄 

   5511 ３月の自動車販売 ９万台 依然前年比二桁減続く 自動車 

 シャープ来年イ進出５０周年を控え特別なビジネス戦略を計画 シャープ 

 KCI JR 東日本からの中古車両 本年 192 両受入れ JR 東日本 

 アホック元ジャカルタ州知事 日本旅行中に大阪で在外投票 アホック元知事 

  5512 東京での在外投票クイックカウント、ジョコウィ組 62.8％優勢 大統領選-在外 

 

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5509 エコノミスト 米中リセッション入りもイ経済安定成長可能 成長率 

 3 月のインフレ前年比 2.48％と非常に安定 インフレ 

   5510 ADB インドネシアの経済成長率 本年 5.2％来年 5.3％と予測 成長率 

 2019 年のイの経済成長率 国際金融機関等の予測を比較  同上 

 3 月の外貨準備高 12 億ドル増え 1,245 億ドル 2 カ月連続増 外貨準備高 

 エコノミスト 低水準のインフレ２Q の消費には悪影響無し インフレ 

   5511 IMF 世界経済予測 3.3％に三度下方修正 イも慎重に対応 成長率 

 3 月の貿易収支 5.4 億米ドルの黒字 2 カ月連続 貿易 

   5512 2019-2024 年の新政権 経済問題多くの宿題が待っていると 新政権ｰ政策 

 外国投資家クイックカウントの結果を受けポジティブに反応 投資 

 クイックカウントのジョコウィ組優勢を受けて市場が好感 株式・為替 

 

（３） 産業全般： 

No.5509 自動車メーカー 本年は CBU 輸出にアクセル踏むと 自動車 

 ガイキンド国際オートショー2019 スラバヤからスタート 自動車 

 ガルーダ ジャカルタ-名古屋直行便 23 日就航 週 4 便 航空 

No.5510 工業省 2019 年の自動車輸出 40-45 万台を目標 自動車 

 イのパーム油輸出 日本は RSPO 認証義務を 2 年間猶予 パーム油 



   5511 3 月の自動車販売 9 万台 依然前年比二桁減続く 自動車 

 シャープ来年イ進出 50 周年を控え特別なビジネス戦略を計画 家電 

 インドネシア ハラル観光地世界 No.1 にランクされる 観光 

 5512 インドネシアの履物産業 世界第４位の生産でシェア 4.6％ 履物 

 経営幹部の女性比率-インドネシア企業の 50.4％は女性 CFO 女性幹部比率 

 

（４） インフラ関連： 

No.5509 MRT 各区間の運賃発表、最長区間Rp14,000 最短区間Rp3,000 MRT-地下鉄 

 MRT の駅にゴミ箱が少ない、その理由は？   同上 

   5510 スカルノ-ハッタ空港 Skytrax の世界ベスト空港 40 位に 空港 

 MRT 開通で南ジャカルタ（ルバック・ブルスなど）地下上昇 MRT-地下鉄 

   5511 KCI  JR 東日本からの中古車両 本年 192 両受入れ 鉄道 

 

（５） 政治関連： 

No.5509 政治評論家 第 4回公開討論会はこれまででベストであったと 大統領選 

 ネット上のポジティブ評価 ジョコウィ 74％プラボウォ 52％   同上 

 シンクタンク CSIS の得票率調査ジョコウィ組 51.4％   同上 

 大統領選 5 調査機関の最新の得票率世論調査結果の比較   同上 

 プラボウォ組優勢の世論調査が発表、フェイクニュースと非難   同上 

  5510 英の調査機関 EIU の分析、誰が大統領になるかでイはどうなる   同上 

 豪のロイ・モルガン最新の世論調査 得票率差 13％に縮小   同上 

 スリ財務相アジア太平洋地域のベスト財務相の栄誉 3 年連続 スリ財務相 

   5511 大統領選挙-投票から開票 当選者決定 就任までの日程詳細 大統領選 

 最後の公開討論会 プラボウォ組の浮動票獲得の巻返し困難   同上 

 選挙戦最後の世論調査 8 機関の結果 ジョコウィ組優勢不変   同上 

 正副大統領候補の資産公開-サンディアガ候補 Rp5 兆でトップ   同上 

 在外投票結果情報 SNS で流布、KPU は 100％フェイクと言明   同上 

 選挙控え首都圏の治安維持に国軍と国家警察合同警備部隊 38,000 人   同上 

 アホック元ジャカルタ州知事、日本旅行中に大阪で在外投票   同上 

   5512 特集： 大統領選挙の開票速報   同上 

 総選挙のクイックカウント与党 PDIP と野党グリンドラがトップ 総選挙 

 ジョコウィ・プラボウォ両陣営共に勝利宣言その根拠と主張 大統領選 

 集計不正のデマ 政治家の扇動に国民は簡単には乗らないと   同上 

 開票速報の用語、quick count, exit poll, real count の違いは？   同上 

 東京での在外投票クイックカウント、ジョコウィ組 62.8％優勢   同上 

 



 

（６） その他： 

   5509 IS 壊滅 イ人戦闘員早く帰国したいとデンスス 88 は警戒 テロ 

  5510 中銀調査、イ国民の多くは余剰資金を運用よりも銀行預金に 銀行預金 

 バイク運転中の喫煙禁止、違反者に罰金 75 万ルピア バイクタクシー 

   

   

   

   

   

   

   

 


