
インドネシア通信 2018 年 12 月 記事総覧 

（No.5493 – 5 日  No.5494–12 日  No.5495 – 19 日  No.5496– 26 日） 

 

（１） 日本及び日本関連： 

No.5493 ヤマハ 大統領を迎え二輪車輸出 150 万台達成を祝う ヤマハ 

 ガルーダ航空 来年 3 月ジャカルタ－名古屋直行便就航 名古屋直行便 

 MRT ジャカルタ、工事進捗 11 月で 97.57％来年 3 月運行開始 円借・MRT 

   5494 豊田合成 アストラ・オートパーツと合弁 エアーバッグ生産 豊田合成 

 豊田通商 パティンバン港アクセス高速道事業に参画検討 豊田通商 

   5495 王子ホールディングス APP シナルマスと段ボール工場合弁 王子 Holdings 

 東京建物 ファーポイント社とコンドミニアム開発事業 東京建物 

 トコペディア ソフトバンク主導のファンド 11 億㌦調達 ソフトバンク 

   5496 東南アジア最大のガス火力発電所起工 LNG to Power 事業 丸紅・双日 

 東急不動産 大規模複合施設開発事業 JOIN と共同 東急不動産 

 阪急阪神不動産 地場ディベロッパーと覚書 TOD 等狙う 阪急阪神不動産 

   

（２） 経済全般（投資、貿易も含む）： 

No.5493 ルピアがリバウンド 11 月中で 6.3％高、Rｐ14,302/㌦に ルピア・為替 

 11 月のインフレ前月比 0.27％ 前年比 3.23％と引き続き安定 インフレ 

 ADB 来年のインドネシア経済成長率 5.0-5.2％に減速と予測 成長率 

 大統領 DNI(ネガティブリスト)緩和から中小零細事業分野を除外 投資 

 ルフット調整相、イ経済は中国Ⅰ国だけには依存しないと  同上 

   5494 11 月の外貨準備 20 億㌦増、2 カ月連続の増加 外貨準備 

 来年のイ経済成長 投資と個人消費が牽引し安定成長続く 成長率 

 インデフ 来年のインドネシア経済の重要課題３点を指摘 来年の課題 

   5495 世銀 2019 年のインドネシア経済成長予測 5.2％に据置く 成長率 

 11 月の貿易収支 20.5 億㌦の入超 大幅赤字続く 貿易 

   5496 本年４Q の経済成長 輸出の落込みで 5.2％達成に懸念 成長率 

 政策金利 6％に据置き 今年は 4.25％から 6 回利上げ 金利 

 

（３） 産業全般： 

No.5493 ヤマハ 大統領を迎え二輪車輸出 150 万台達成を祝う 二輪 

 ガルーダ航空来年 3 月ジャカルタｰ名古屋直行便就航 航空 

 工業相、合成ゴム工場の誕生でタイヤ製造部品産業が完備と 石油化学 

   5494 東南アジア最大の産業機械展開催 第 4次産業革命の技術紹介 機械 

 大統領 インフラ整備の次は人材開発に本格的に取組む 人材開発 

 豊田合成 アストラ・オートパーツと合弁 エアーバッグ生産 自動車部品 

 台湾の EMS 大手ペガトロン 中国工場をバタムに移管 電子機器 

 1‐10 月の外国人訪問客 1,324 万人 前年比 12％増 観光 



 政府、ミャンマーへ農業技術者派遣、同分野の技術向上に協力 農業 

   5495 11 月の自動車販売 10 万台 累計で 100 万台突破 自動車 

 王子ホールディングス APP シナルマスと段ボール工場合弁 段ボール 

 東京建物 ファーポイント社とコンドミニアム開発事業 不動産 

 トコペディア ソフトバンク主導のファンド 11 億㌦調達 E コマース他 

 オンラインショッピングの日 EC250 社一斉大セール   同上 

   5496 アイルランガ工業相 本年の製造業分野の成果を発表 製造業 

 1‐11 月 二輪車国内販売 593 万台 輸出 58 万台と好調 二輪 

 東急不動産 大規模複合施設開発事業 JOIN と共同 不動産 

 阪急阪神不動産 地場ディベロッパーと覚書 TOD 等狙う   同上 

 本年のパーム油輸出 前年比 15％減少の見込み パーム油 

 米国からの輸入大豆の 92％はテンペ製造業界に供給 食料品 

 

（４） インフラ関連： 

No.5493 MRT ジャカルタ、工事進捗 11 月で 97.57％来年 3 月運行開始 MRT 地下鉄 

   5494 豊田通商 パティンバン港アクセス高速道事業に参画検討 Patimban 港 

   5495 ジャカルタ‐バンドン高速鉄道 土地収用は 85％完了 新幹線 

   5496 東南アジア最大のガス火力発電所起工 LNG to Power 事業 発電 

 

（５） 政治関連： 

No.5493 最新の大統領選世論調査 ジョコウィ組依然優位 大統領選 

 ソーシャルメディア利用者 プラボウォ組に高い支持   同上 

 大統領選 イスラム組織の支持 NU とムハマディアで異なる   同上 

 “Reuni212” モナスにイスラム勢力 10 数万人集結 イスラム 

   5494 トランス・パプア建設作業員 武装集団が襲撃 31 人殺害 パプア州 

 ジョコウィの冗談？いつの間にか末っ子が 2024 年大統領候補 大統領選 

 プラボウォ組選対本部、支持率 40％に上昇来年 1 月には逆転？   同上 

   5495 大統領選 政策研究機関が支持率の動向を分析   同上 

 BP バタムをバタム市に移管 権限の二重構造廃止 一本化へ 組織改革 

 ‘ジョコウィは共産党’デマのプラボウォ派幹部、支持を転換 大統領選 

 オンラインオジェック運転手団体、プラボウォ支持を宣言   同上 

   5496 大統領候補の公開討論会 詳細決定 第１回１月１７日   同上 

 最新の世論調査ではイスラム票のジョコウィ支持率が上昇   同上 

 世論調査によれば、“Reuni212”は大統領選の支持率に影響ない   同上 

   

（６） その他： 

   5495 フォーブス誌 イの長者番付発表トップは依然ハルトノ兄弟 長者番付 

   5496 スンダ海峡で津波 火山島噴火で海底地滑り 死者 400 人超 自然災害 

 


