
2021 年度商品グループ一覧表 (2021年09月30日 更新)

商社 (59 社)

商社 (59 社)

丸紅　インドネシア　(株)1

三菱商事2

インドネシア三井物産(株）3

伊藤忠インドネシア会社4

蝶理(株)5

兼松(株)6

双日インドネシア（株）7

野村貿易（株）8

住友商事（株）9

豊田通商インドネシア10

インドネシアJFE商事会社(株)11

阪和インドネシア会社12

長瀬産業(株）13

シービーシー　プリマ14

帝人フロンティア　インドネシア（株）　15

日本紙パルプ商事(株)16

稲畑産業（株）17

コベルコ　トレーディング　インドネシア18

インドネシア岩谷会社19

ティーワイエスエム　インドネシア20

コンドウ　インターナショナル21

東海エレクトロニクスインドネシア22

ホンダ　トレーディング　インドネシア23

山善　インドネシア（株）24

第一実業インドネシア(株）25

イースト　ジャカルタ　インダストリアル　パーク26

メタルワン　インドネシア27

日本電計インドネシア(株）28

ウメトク（株）29

ビマセナ　パワー　インドネシア30

岡谷鋼機（株）31

日鉄物産インドネシア32

米沢工機(株)インドネシア33

東工コーセン（株）34

ダイドー　コウギョウ　インドネシア35
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ＳＤＳインターナショナルインドネシア36

エア・ウォーター株式会社37

株式会社　セツヨー　アステック38

ミネザワ　トレーディング　インドネシア39

豊田通商　トーメン　エレクトロニクス　インドネシア　40

ショウワ　コウサン　インドネシア41

ＪＶＣケンウッド　インドネシア42

アイシン化工　インドネシア43

アイセロ　（株）44

東京 材料 インドネシア45

浅井　インドネシア46

協栄電気　トレーディング　インドネシア47

インドネシア日本製粉株式会社48

東テク株式会社49

サクマ　インドネシア50

大丸興業インドネシア51

日立　ハイテク　インドネシア　会社52

藤田螺子インドネシア53

コクヨファニチャーインドネシア54

中川特殊鋼インドネシア55

明和産業（株）56

サトー　ラベル　ソリューション57

ザピン　アグロ　インターナショナル58

東京貿易マテリアル株式会社59

電子・電機 (53 社)

(A)家電・重電 (17 社)

パナソニック　ゴーベル　インドネシア1

シャープ　エレクトロニクス　インドネシア2

東芝　アジア　パシフィック　インドネシア3

富士電機インドネシア4

日立アジアインドネシア株式会社5

明電　エンジニアリング　インドネシア　（株）6

ＪＶＣ エレクトロニクス インドネシア7

日立パワーシステムズインドネシア8

カネパッケージ　インドネシア9

カシオ　シンガポール　ジャカルタ事務所10

シンフォニアテクノロジーインドネシア　（株）11

リンナイ　インドネシア12

富士フイルムインドネシア13
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富士電機（株）14

ザクティ　インドネシア15

リコーサーマルメディアイーストアジアパシフィック16

ダイキン　エアコンディショニング　インドネシア17

(B)部品 (15 社)

大真空(株)1

日立メタルズ　インドネシア2

カトーレック・インドネシア(株）3

ヒロセ　デンキ　インドネシア4

ノリタケ インドネシア5

カワシマ・エンジニアリング・プラスティック・インドネシア6

サンケン電気7

トウトク　　インドネシア8

インドネシア 村元9

ジェイエスティ　インドネシア10

新電元　インドネシア11

スミトロニクス　インドネシア12

シークス　イーエムエス　インドネシア13

オムロン　　エレクトロニクス14

サガミ　インドネシア15

(C)情報通信 (21 社)

日本無線1

NTT　インドネシア2

ティーオーエー　ガルファ　インダストリズ3

富士通  インドネシア4

ＫＤＤI　インドネシア(株)5

横河　インドネシア6

アズビル　ベルカ 　インドネシア7

NECインドネシア8

インドネシア エプソン インダストリー9

エプソン　インドネシア10

ヌサンタラ　セコム　インフォテック11

サンワコムシス　エンジニアリング（株）　ジャカルタ支店12

スカパーJSAT（株）13

日鉄ソリューションズ インドネシア14

TIS (株）　ジャカルタ駐在員事務所15

東洋ビジネスエンジニアリングインドネシア16

NTT データ　インドネシア　（株）17

日立ターミナルソリューションズインドネシア18
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SCSK インドネシア19

ミトライス20

コンプネット21

自動車 (109 社)

(A)四輪 (14 社)

インドネシアトヨタ自動車(株）1

メシン　イスズ　インドネシア2

日野モータース　セールス　インドネシア3

アストラ 　ダイハツ　 モーター4

日野自動車製造インドネシア5

ホンダ　プロスペクト　モーター6

クラマ　ユダ　ティガ　ブルリアン　モーターズ7

いすゞアストラモーターインドネシア8

トヨタ　アストラ　モーター9

ジェイテクト　インドネシア10

ホンダプレシジョンパーツマニュファクチュアアリング11

ヤチヨ　トリミトラ　インドネシア12

ミツビシ　モータース　クラマ　ユダ　インドネシア13

ミツビシモーターズ　クラマユダ　セールス　インドネシア14

(B)二輪 (9 社)

ヤマハインドネシアモーターマニュファクチャリング1

スズキ インドモービル　モーター2

カヤバ インドネシア3

アストラ　ホンダ　モーター　（株）4

カワサキモーターインドネシア(株)5

ケムコ ハラパン ヌサンタラ6

ムサシ オート パーツ インドネシア7

ダイドー　インドネシア8

ヤスフク　インドネシア9

(C)部品 (86 社)

ジーエス　バッテリー1

ユアサ バッテリー インドネシア2

(株)デンソー3

三菱電機インドネシア4

日本ガイシ（株）5

トヨタ紡織インドネシア6

サンデン（株）7

三菱ｸﾗﾏﾕﾀﾞ ﾓｰﾀｰｽﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ8

インドネシアＮＧＫスパークプラグ9
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大同 メタル インドネシア10

オートコンプ　システムズ　インドネシア(株)11

日本精工（株）12

スギティ クリエイティブス13

サンスター　エンジニアリング　インドネシア14

市光インドネシア15

エヌオーケー　インドネシア16

浅間技研工業（株）17

曙ブレーキ　アストラ　インドネシア18

中発　インドネシア19

デンソー マニュファクチャリング インドネシア20

トウチュウ シリカ インドネシア21

ミツバ　インドネシア（株）22

インドネシア　ニッポン　セイキ23

インドネシア　スタンレー 電気株式会社24

アツミテック　インドネシア25

ヤマハ　モーター　エレクトロニクス　インドネシア26

オティックス（株）27

カネタ　インドネシア28

キャビニンド　プトラ29

ミツバ　インドネシア　パイプパーツ30

リケン　オブ　アジア31

コヤマ　インドネシア32

古河オートモーティブ　システムス　インドネシア（株）33

ｲﾊﾗ　ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ34

（株）ミクニ　インドネシア35

ISK　インドネシア36

ロキ　インドネシア37

エヌテー　ピストン　リング　インドネシア38

フジ　シート　インドネシア(株）39

ヤスナガ　インドネシア40

スミ　インド　ワイヤリング　システムズ41

ティエス　テック　インドネシア42

ビューテック　インドネシア43

ジョイソン　セイフティ　システムズ　インドネシア44

槌屋　インドネシア45

昭和電工マテリアルズ　インドネシア46

トーカイ　ラバー　オートホース　インドネシア47

東海理化　インドネシア48
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ユニバンス　インドネシア49

浅野歯車インドネシア（株）50

フジスプリング　インドネシア51

ピーケー　マニュファクチャリング　インドネシア52

NTN　ベアリング　インドネシア53

DOWA　サーモテック　インドネシア54

丸五　ラバー　インドネシア55

イノアック　コーポレーション56

オートモティブ　ファステナル　青山　インドネシア57

日鉄ケミカル＆マテリアル　インドネシア58

ナミコーインドネシアコンポーネント59

ボルツ　インドネシア60

メタルアート　アストラ　インドネシア61

サカエ　リケン　インドネシア62

アルガプラ63

アイサン　ナスモコ　インダストリ64

豊田自動織機　（株）65

アイシン　インドネシア66

トヨタ　オート　ボディー　エクストルージョン67

レジン　プラッティング　テクノロジー68

インドネシア　コイト69

タイホウ　ヌサンタラ70

インドネシア　　パワー　　スプリング71

アイシン高丘　インドネシア72

関西　ペイント　インドネシア73

フルカワ インドモービル バッテリー マニュファクチャリング74

カネミツ　エスジーエス　インドネシア75

オワリ　セイキ　インドネシア（株）76

セントラル　モーターホイール　インドネシア（株）77

豊田合成セーフティシステムズ　インドネシア78

アスノ　ホリエ　インドネシア79

エムティエーティ　インドネシア80

三井金属　カタリスト　ジャカルタ81

アイチ　フォージング　インドネシア82

日本プラストインドネシア83

サンケイ　ゴーシュー　インダストリーズ84

ピーエス　キヨウシン　インドネシア85

日立アステモブカシパワートレインシステムズ86
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機械 (42 社)

(A)完成品 (28 社)

（株） IHI　ジャカルタ事務所1

コマツ インドネシア(株)2

三菱重工業(株)3

(株）酉島製作所4

宜興行工業5

月島機械(株）6

ヤンマー　ディーゼル　インドネシア7

ササクラ インドネシア8

サカイ　インドネシア9

ダヤ　コベルコ　コンストラクション　マシナリー　インドネシア10

日立建機インドネシア11

三浦　インドネシア12

住友重機械工業インドネシア13

住友建機インドネシア14

ツバコー　インドネシア15

サンエイ　マシン　サービス　インドネシア16

朝明精工　駐在員事務所17

新明工業インドネシア　（株）18

豊田通商メカニカル＆エンジニアリング　サービス　インドネシア19

コマツ　マーケティング　・　サポート　インドネシア20

カワサキ　ガスタービン　アジア　ジャカルタ駐在員事務所21

エバラ　ターボマシ―ナリー　サービシーズ　インドネシア22

JUKI株式会社ジャカルタ駐在員事務所23

（株）ダイフク24

小池　メディカル　インドネシア25

タダノタイランド　インドネシア駐在員事務所26

安川電機インドネシア27

クボタマシナリーインドネシア28

(B)部品 (14 社)

(株）前川製作所1

(株) 荏原製作所2

栗田インドネシア3

イーグル工業（株）4

エイケイエス　プレシジョン　ボール　インドネシア（株）5

日東光学6

ヘキシンド　アディペルカサ7

カツシロ　インドネシア8
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株式会社　化繊ノズル制作所9

KYB　ハイドロリックス　マニュファクチャリング　インドネシア10

ミスミ　インドネシア11

ティーピーアールセールスインドネシア12

ティーピーアール インドネシア13

モノタロウ　インドネシア14

金属 (40 社)

金属 (40 社)

古河電気工業（株）1

JFE　スチール インドネシア2

スチール　センター　インドネシア3

兼房(株）4

スミ　インド　カーベル5

パラマウント　ベッド　インドネシア6

三菱マテリアル（株）7

ヌサンタラ　パーカライジング8

パーカー金属処理　インドネシア9

住友電工ウィンテック　インドネシア10

ゼブラ　アサバ　インダストリーズ11

伊藤忠丸紅鉄鋼インドネシア会社12

スミデン　セラシ　ワイヤー　プロダクツ13

インドネシア　ニッポン　スチール　パイプ14

太平洋金属(株）ジャカルタ事務所15

スーパー　スチール　カラワン16

ハンワ　スチール　サービス　インドネシア17

ユナイテット　スチール　センター　インドネシア18

ポスミ　スティール　インドネシア19

ティティ　メタルズ　インドネシア20

芝浦　シヤリング　インドネシア21

ラティヌサ22

インドネシア日本製鉄23

大紀アルミニウム工業所　インドネシア24

スメルティング25

古河電工　インドネシア26

JFE商事　スチール　インドネシア27

インドジャパンスチールセンター28

エスイーアイコンサルティング　ジャカルタ29

JFEスチール　ガルバナイジング　インドネシア30

メタルワン　スチール　サービス　インドネシア31

8



インドジャパン　ワイヤー　プロダクツ32

三井金属アクトインドネシア33

クラカタウ　ニッポン　スチール　シナジー34

クラカタウ　オオサカ　スチール35

三五　インドネシア36

ミックス　スティ－ル　インドネシア37

インドネシア　スチール　チューブワークス38

東洋炭素インドネシア39

モリ　インドネシア40

運輸 (47 社)

運輸 (47 社)

エム　オー　エルインドネシア1

日本航空　ジャカルタ支店2

山九インドネシア国際（株）3

インドネシア日本通運(株)4

川崎汽船(株)5

イーシーエル(ECL)　ロジスティックス　インドネシア(株)6

日本郵船（株）7

ドウニア　エクスプレス　トランシンド8

ユーセン　ロジスティクス　インドネシア9

鴻池 運輸（株）10

シナクトランス　アディ　サクティ（株）11

三井倉庫インドネシア12

ニッポン　コンポウ　インドネシア（株）13

内外トランスライン株式会社　インドネシア法人　14

日通インドネシア物流（株）15

近鉄エクスプレス　インドネシア16

伊藤忠　ロジスティクス　インドネシア17

ケイライン　ロジスティックス　インドネシア18

西日本鉄道（株）19

日立物流　インドネシア20

住商グローバル　ロジスティクス　インドネシア21

豊田通商ロジスティックセンター22

三井　グロバル　ロジスティクス　インドネシア23

全日本空輸 株式会社24

JFE　ロジスティックス　インドネシア25

インドネシア　　日新26

トヨフジ　ロジスティックス　インドネシア27

日渉　ソリューション　インドネシア28
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アイエスジャヤロジスティク29

イセワン　インドネシア30

日鉄物流インドネシア31

NEX　ロジスティクス　インドネシア32

鈴与　インドネシア33

フジトランス　ロジスティクス　インドネシア34

ジャワ トランス インテルヌサ35

上組インドネシア36

阪急阪神　エクスプレス　インドネシア37

インドネシア　シッピング　ライン38

オーシャン　ネットワーク　エクスプレス　インドネシア39

株式会社　OCS40

エムシーロジ　アーク　インドネシア41

NPCT142

商船三井　ロジスティクス　株式会社43

センコー　グループ　ホールディングス44

ロジコム　チャクラ　インドネシア45

インドネシアヤマトフォワーディング株式会社46

ミトラウサハ・プラタマ・ムリア（エムビーロジスティクス）47

化学品合樹 (62 社)

(A)石油化学 (11 社)

ＭＣＮＳ　ポリウレタン　インドネシア1

三菱ケミカルインドネシア（株）2

スタンダード　トーヨー　ポリマー3

エヌ オー エフ マス ケミカル インダストリーズ4

ニッポン　ショクバイ　インドネシア5

プラサダ　パムナ　リンバ　インダストリ6

カルティム　メタノール　インダストリ7

ユシロ　インドネシア8

岩谷　インダストリアル　ガス　インドネシア9

サマトール　トモエ10

出光　ルブ　インドネシア11

(B)機能化学品 (13 社)

明和グラビア(株)1

アサヒマス板硝子株式会社2

インドネシア日華化学（株）3

ラウタン　大塚　ケミカル4

花王インドネシア化学5

アサヒマス　ケミカル(株）　6
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東洋　インキ　インドネシア7

松尾　インドネシア8

寺岡製作所インドネシア　(株）9

一方社　インドネシア10

スリーボンド　ガルパン　セールス　インドネシア11

シントー　ペイント　インドネシア　（株）12

サマトール　大陽　日酸　インドネシア　13

(C)プラスティック・ゴム (23 社)

ブリヂストン タイヤ インドネシア （株）1

IRC　イノアック　インドネシア2

バンドー化学(株)3

ニッピスン インドネシア4

萩原工業(株)5

スリーボンド　マニュファクチャリング　インドネシア6

住友ゴム工業（株）7

信越  ポリマー  （株 ）8

キョーラク・ブローモールディング・インドネシア9

マルソル　アバディ　インドネシア10

エムシー　ペット　フィルム　インドネシア11

エムブレム　アジア12

タカギ　サリ　ムルティ　ウタマ13

インドネシア　トヨボ　フィルム　ソル－ション14

ネシナック　インダストリーズ15

アシックス　インドネシア駐在員事務所16

セイワ　インドネシア17

三ツ星ベルト　インドネシア18

インドフェリン　ジャヤ19

ペットネシア レジンド20

ティーピーアール　エンプラ　インドネシア21

インドネシア　キャップス　アンド　クロージャーズ22

ヤマトゴム　インドネシア23

(D)消費者関連化学品 (15 社)

DNP　インドネシア(株）1

エーザイ(株)2

ミツビシタナベファーマインドネシア3

明治　インドネシア4

インドネシア　トッパン　プリンティング　5

ディーアイシー アストラ　ケミカルズ6

花王　インドネシア7
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大塚インドネシア（株）8

サカタインクス　インドネシア9

第一三共（株）　ASCAカンパニー10

インドネシア　大正製薬11

リンテック　インドネシア12

ヒサミツ　ファルマ　インドネシア13

資生堂　コスメティクス　インドネシア14

テルモインドネシア15

金融保険 (44 社)

金融保険 (44 社)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ジャカルタ支店1

東京海上インドネシア保険（株）2

りそなプルダニア銀行3

インドネシアみずほ銀行4

MSIG　インドネシア保険5

三井住友銀行6

オリックス（株）7

野村證券(株）8

東銀リース(株)9

三井住友信託銀行（株）10

日興證券　インドネシア（株）11

ソンポ　インシュアランス インドネシア12

アーンスト　アンド　ヤング13

プライスウｫーターハウスクーパース14

三菱HCキャピタルアンドファイナンスインドネシア15

スズキ　ファイナンス　インドネシア16

マーシュ　インドネシア17

セントラル　ジャワ　パワー18

豊田通商保険ブローカーインドネシア19

エーオン　インドネシア20

りそな インドネシア　ファイナンス21

明治安田生命保険相互会社22

センチュリー　トウキョウ　リース　インドネシア23

三井　リーシング　キャピタル　インドネシア24

シナールマス　MSIG生命25

アルタアジア　ファイナンス26

三井住友ファイナンス＆リースインドネシア(株）27

東京海上インドネシア生保28

ディポ　スター　ファイナンス29
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ヴェレナ　マルチ　ファイナンス30

イオンクレジットサービスインドネシア31

第一生命ホールディングス株式会社32

住友生命保険相互会社33

株式会社　ジャックス34

サミット　オト　ファイナンス35

日本生命保険相互会社36

MHCT　コンサルティング　インドネシア37

シナール・ミトラ・セパダン・ファイナンス38

タカリ　ココ　スジャトゥラ39

Ｊ　トラスト　インドネシア　銀行40

ジェーシービーインターナショナルインドネシア41

ジェイトラスト　インベストメンツ　インドネシア42

ヘクサ ファイナンス インドネシア43

オリコ　バリモア　ファイナンス44

生活用品 (24 社)

生活用品 (24 社)

マンダム　インドネシア（株）1

ヤマハ（株）2

東海家具工業（株）3

スルヤ　トートー　インドネシア4

トーソー　インダストリー　インドネシア5

ＹＫＫ（株）6

フマキラーインドネシア7

ユニ　チャーム　インドネシア8

カワイ　インドネシア9

ナルミ　インドネシア10

ホーユーインドネシア11

ロッテ　インドネシア12

オオシモ　インドネシア13

エリエール　インターナショナル　トレーディング　インドネシア14

大建工業（株）15

フマキラー　ノモス16

キユーピーインドネシア17

イオンインドネシア　株式会社18

インドネシア　　コーセー19

ニッシン　フーズ　インドネシア20

王子インドマクムールぺルカーサ21

エミナ　チーズ　インドネシア22

13



（株）トンボ鉛筆23

ファーストリテイリング　インドネシア24

燃料 (13 社)

燃料 (13 社)

株式会社INPEXマセラ1

石油資源開発(株)2

エネオス3

エルエヌジー　ジャパン　コーポレーション4

パイトン　エナジー5

三井石油開発（株）ジャカルタ事務所6

東京ガスインドネシア社7

大阪ガスシンガポール・ジャカルタ駐在員事務所8

ガスワン　インドネシア9

JX石油開発（株）10

大阪ガスインドネシア11

中国電力株式会社12

カンサイエレクトリックパワー・インドネシア13

農林水産 (21 社)

農林水産 (21 社)

味の素(株）1

ヤクルト　インドネシア2

(株）大月真珠3

アメルタ  インダ 　大塚4

小川香料（株）5

明治フードインドネシア6

スリヤ　レンゴー　コンテナーズ7

スーパ　ワハナ　テフノ8

アネカ　ブミ　プラタマ9

サントリー　ガルーダ　ビバレッジ10

ホッカン　インドネシア11

JTI インドネシア12

カネカ　フーズ　インドネシア13

グリコ　インドネシア14

長谷川香料インドネシア15

アリアケ　ヨーロッパ　インドネシア16

ソントンフードインドネシア17

セカール　フジフーズ18

グリコ　ウィングス19

山崎製パン　株式会社20
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高砂香料工業（株）インドネシア21

建設不動産 (92 社)

建設不動産 (92 社)

大林組(株）1

鹿島建設(株）2

日本工営(株）3

日鉄エンジニアリング株式会社4

インドネシア住友林業（株）5

大成建設株式会社　ジャカルタ営業所6

日揮ホールディングス株式会社ジャカルタ事務所7

竹中　インドネシア8

清水建設（株）9

東亜建設工業(株)10

（株）きんでん11

三井住友建設12

ハザマ　アンドウ　ムリンダ13

八千代エンジニヤリング(株)14

住友電設（株）15

(株）オリエンタル　コンサルタンツ グローバル16

東洋エンジニアリング17

りんかい日産建設（株）18

インドナカノ19

サミットマス　プロパティー20

アスク　テクニカ　インドネシア21

ヒューム コンクリート インドネシア22

東急建設(株）23

(株)大氣社24

東電設計(株）25

（株）アマノ  インドネシア26

メガロポリス　マヌンガル　インダストリアル　ディベロップメント27

千代田　インターナショナル　インドネシア28

旭国際テクネイオン　インドネシア29

マリギ プルマタ インダストリアル エステート（ケイ・アイ・アイ・シー）30

プラデルタ　レスタリ（ジーアイアイシー　コタデルタマス）31

スターツ　インターショナル　インドネシア32

イトータカ　コンストラクション33

五洋建設（株）インドネシア　営業所34

インド　マクムール　和彩35

ニッポ（株）36
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東洋建設(株）　ジャカルタ営業所37

大和ハウスインドネシア38

ブカシ　ファジャール　インダストリアル　エステート39

JFE 　エンジニアリング インドネシア40

（株）東急ランドインドネシア　((株）TLID)41

ワイビーエム駐在員事務所42

北日本　ムリンダ　インドネシア（株)43

富士古河　E＆Ｃ株式会社44

高砂熱学工業45

トリニティ　　エンジニアリング　　インドネシア46

日特建設ジャカルタ駐在員事務所47

イトーキ ソリューションズ　インドネシア48

アルトカヤ　インドネシア49

NTT　ファシリティ－ズ　（株）50

イオンモールインドネシア51

（株）　神戸製鋼所　52

レオパレス21　リアルティ　53

トヨタ　ホーム　インドネシア54

㈱不動テトラ  ジャカルタ駐在員事務所55

三光　ソフラン　インドネシア56

クンダル　工業　団地57

浦野　安全　インドネシア　58

飯田　グループ　ホールディングス59

ニュージェック ジャカルタ　事務所60

ベルリアン　アマル　ぺルカサ61

若築建設(株）ジャカルタ駐在員事務所62

オカムラ　チトセ　インドネシア63

スナヤン　トリカリヤ　スンパナ64

株式会社ピーエス三菱65

ヒッツ　インドネシア66

一建設株式会社67

ミトラ　パンチャ　プルサダ68

ツチヤシンガポール現地法人ジャカルタ駐在員事務所69

パシフィックコンサルタンツ株式会社70

穴吹興産株式会社71

エイダイインダストリーズインドネシア72

東急プロパティー マネジメント インドネシア73

株式会社　九電工74

三建設備工業　(株）ジャカルタ駐在員事務所75
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太陽工業インドネシア76

富士ボルト製作所77

サヤナ インテグラ プロパティ78

新菱インドネシア79

ヨシノ　インドネシア80

三菱化工機株式会社インドネシア駐在員事務所81

サンワマス82

トダ　グループ　インドネシア83

株式会社　ブリコルール84

東京建物アジア　ジャカルタ駐在員事務所85

三菱地所インドネシア86

霞ヶ関デベロップメントインドネシア株式会社87

東京不動産88

太平洋セメント株式会社ジャカルタ駐在員事務所89

コーナーストーン・アセットマネジメント90

株式会社　熊谷組91

タタムリア　ヌサンタラ　インダ（戸田建設株式会社）92

繊維 (13 社)

繊維 (13 社)

東レ(株）1

クマテックス2

ユニテックス3

トウカイ　テキスプリント　インドネシア4

インドネシア ワコール (株）5

近藤紡績所6

エヌ　ビー　シー インドネシア7

フレックス　インドネシア8

ニカワテキスタイル 株式会社9

ホギ　メディカル　インドネシア10

セーレン　インドネシア11

島田商事インドネシア12

ダイワボウ　ノンウーブン　インドネシア13

サービス業 (58 社)

サービス業 (58 社)

スカイライン　ビル1

ウィスマ敬愛　インドネシア2

セコム（株）3

エヌ　エヌ　エー　インドネシア4

じゃかるた新聞5
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フジ スタッフ インドネシア6

ホテルアヤナミッドプラザ　ジャカルタ7

ジャパン　アジア　コンサルタンツ8

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　インドネシア（株）9

ジャパシア　アドビンド10

シャングリラ　ホテル　ジャカルタ11

ホテル ムリア スナヤン12

日本経済新聞社13

（有限責任監査法人）トーマツ14

時事通信社ｼﾞｬｶﾙﾀ支局15

アルソック バス インドネシア　セキュリティ　サービス16

ジェイ　エイ　シー　インドネシア17

ドラ　ワティ　チャクラ　アンド　アソシエイツ18

エフ　ピー　シー　インドネシア19

グランメリア　ジャカルタ20

パーソルインドネシア21

ホテルインドネシア　ケンピンスキー＆ケンピンスキープライベートレジデンス22

アウトソーシング(株）23

ジーエルシー　コンサルティング24

ジャバト　インターナショナル25

クラウン　プラザ　ホテル　アンド　レジデンシーズ26

ジャランツアー27

フォーバル　インドネシア28

(株）パソナ　エイチアールインドネシア29

デロイト　トーマツ　コンサルティング　株式会社30

西村あさひ法律事務所31

ＴＭI 総合法律事務所32

ティーティーエル　レジデンシズ33

トヨタ　エンタプライズ　インドネシア マネジメント サービス34

イオンファンタジーインドネシア35

インドマルコ　インフォ　センター36

藤田観光インドネシア37

エーピーエム　ジャパン　コンサルティング38

ケーピーエムジー　アドバイザリー　インドネシア39

RGF　インドネシア　（リクルート　インドネシア）40

ダクレア41

協和　タング　マンディリ　インドネシア42

マンダリン　オリエンタル　ジャカルタ43

エスビーシーエス　インドネシア44
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アビーム　コンサルティング　インドネシア45

タケノコ診療所グループ46

サイコム　ブレインズ　インスピラシ　インドネシア47

日本検査コンサルティングサービスインドネシア48

長島・大野・常松　法律事務所49

株式会社プレステージ・インターナショナル50

株式会社 よしもとクレアティブ インドネシア51

クレタケソウ　ホテル　インドネシア52

山田　コンサルティンググループ株式会社53

フェニックス　ストラテジー　インドネシア54

イオンディライトインドネシア55

株式会社 東京コンサルティング ファーム56

GIT法律事務所57

ワンアジアロイヤーズ58

公的団体等 (14 社)

公的団体等 (14 社)

日本貿易振興機構 (ジェトロ）1

国際協力銀行2

独立行政法人　国際協力機構3

独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構4

独立行政法人　国際交流基金5

一般財団法人　日本海事協会6

（公財）国際人材育成機構 ジャカルタ駐在員事務所7

海外産業人材育成協会　（財）8

日本・インドネシア経済協力事業協会　ジャカルタ駐在事務所9

電源開発（株）10

新エネルギー産業技術総合開発機構11

西日本高速道路（株）12

日本自動車輸送技術協会自動車基準認証国際化研究センター(JASIC）（公財）13

日本政府観光局14
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