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インドネシア政府は、財務相令(Nomor88/PMK.011/2010)を発布、4 月 21 日付で自動

車および自動車部品の計 13 品目の関税を、これまでの 5～15％から 0～7.5％に引き下

げた。対象となるのは一部のノックダウン車、エンジン、ギア・ボックス、駆動軸

（Drive-axles）である（詳細、下表ご参照）。 

今回の関税引き下げにより、インドネシア自動車産業の国際競争力が向上することが

期待されている。 

【今回発表になった関税引き下げ品目】

品目コード 品目名（インドネシア語） 品目名（英訳）

POS/SUB POS/
HEADING/SUB

HEADING
改訂後 改訂前

98.01 Kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar
tidak lengkap

Incompletely knocked down motor vehicles

9801.10 - Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang
   dari pos 87.03:

- Motor vehicles for the transport of persons
  of heading 87.03:

1
9801.10.10.00 -- Sedan dengan kapasitas silinder tidak melebihi

    1.500 cc
-- Sedan with cylinder capacity not exceeding
    1,500 cc

7.5% 15%

2
9801.10.20.00 -- Kendaraan bermotor selain sedan dengan

     sistem gardan tunggal (4x2)
-- Motor vehicles other than sedan with two
    wheel drive (4x2) system

7.5% 15%

3

9801.10.30.00 -- Kendaraan bermotor selain sedan dengan
    sistem gardan ganda (4x4) dengan
    kapasitas silinder tidak melebihi 1500 cc

-- Motor vehicles other than sedan with four
    wheel drive (4x4) system with cylinder capacity
    not exceeding 1,500 cc

7.5% -

9801.20 - Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang
   dari pos 87.04:

- Motor vehicles for the transport of goods
   of heading 87.04:

4 9801.20.10.00 -- Dengan massa total tidak melebihi 5 ton -- Of a gross vehicle weight not exceeding 5 t 7.5% 15%

5
9801.20.20.00 -- Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak

    melebihi 24 ton
-- Of a gross vehicle weight exceeding 5 t
    but not exceeding 24 t

0% 5%

6 9801.20.30.00 -- Dengan massa total melebihi 24 ton -- Of a gross vehicle weight exceeding 24 t 0% 5%

9801.30 - Kendaraan bermotor untuk mengangkut
  penumpang lebih dari 10 orang dari pos 87.02:

- Motor vehicles for the transport of more than
  10 persons of heading 87.02:

7 9801.30.10.00 -- Dengan massa total tidak melebihi 5 ton -- Of a gross vehicle weight not exceeding 5 t 7.5% 15%

8
9801.30.20.00 -- Dengan massa total melebihi 5 ton tetapi tidak

    melebihi 24 ton
-- Of a gross vehicle weight exceeding 5 t
    but not exceeding 24 t

0% 5%

9 9801.30.30.00 -- Dengan massa total melebihi 24 ton -- Of a gross vehicle weight exceeding 24 t 0% 5%

98.02 Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan
terbongkar tidak lengkap

Components of incompletely knocked down
motor vehicles

10

9802.10.00.00 - Mesin piston pembakaran dalam bolak-balik
  putaran atau cetus api atau mesin piston
  pembakaran dalam nyala kompresi (disel/
  semi disel)

- Rotary internal combustion piston engine or
  reciprocating spark-ignition combustion piston
  engine or compression-ignition piston engine
  (diesel/semi/diesel)

2.5% 10%

11 9802.20.00.00 - Gear Box - Gear Boxes 2.5% 10%
12 9802.30.00.00 - Poros Penggerak - Drive-axles 2.5% 10%

13
9803.00.00.00 Blank untuk komponen kendaraan bermotor,

terbuat dari logam tidak mulia
Blank for motor vehicles component, made from
base metal

5% 5%

(出所)インドネシア政府発表より三菱東京UFJ銀行作成
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本レポートに関するお問い合せ先 

国際企画部ＣＩＢグループ 北村広明 

 E-mail: hiroaki_2_kitamura@mufg.jp  

 

 

・ 本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。本

資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引

の実行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や、適法性等について保証するものでもあ

りません。 

・ 本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。 

・ 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではあり

ません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、その

他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実際

の適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。 

・ 本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱東京 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または

全部について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。 

・ 本資料の内容は予告なく変更される場合があります。 

 


