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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

インドネシア： 観光ビザの免除対象を日本含め 30 カ国に拡大 

(1) 背景 

観光分野を通じた国内経済の成長およびインドネシアと諸外国との関係強化のために、インドネシア政府は

観光目的にインドネシアを訪問する短期ビザの免除対象国を次の 30 カ国に拡大した。当該観光ビザの有効

期間は 30 日であり更新はできない。 

(2) 変更内容  

変更の概要は以下のとおりである。 

旧規定 新規定 
1. タイ 
2. マレーシア 
3. シンガポール 
4. ブルネイ 
5. フィリピン 
6. チリ 
7. モロッコ 
8. ペルー 
9. ベトナム 
10. エクアドル 
11. カンボジア 
12. ラオス 
13. ミャンマー 
14. 香港 
15. マカオ 

認められた活動範囲: 

1. 中国 
2. ロシア  
3. 韓国 
4. 日本 
5. アメリカ 
6. カナダ 
7. ニュージーランド 
8. メキシコ 
9. イギリス 
10. ドイツ 
11. フランス 
12. オランダ 
13. イタリア 
14. スペイン 
15. スイス 
16. ベルギー 
17. スウェーデン 

http://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/it/ges-newsflash-indonesia-july2015.html
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旧規定 新規定 
 政府関係 
 教育 
 社会文化活動 （社会、文化または家族訪問） 
 観光 
 商用 
 ジャーナリズム 

 トランジット 

18. オーストリア 
19. デンマーク 
20. ノルウェー 
21. フィンランド 
22. ポーランド 
23. ハンガリー 
24. チェコ 
25. カタール 
26. アラブ首長国連邦 
27. クウェート 
28. バーレーン 
29. オマーン 
30. 南アフリカ 

認められた活動範囲: 
 観光のみ 

31. タイ 
32. マレーシア 
33. シンガポール 
34. ブルネイ 
35. フィリピン 
36. チリ 
37. モロッコ 
38. ペルー 
39. ベトナム 
40. エクアドル 
41. カンボジア 
42. ラオス 
43. ミャンマー 
44. 香港 
45. マカオ 

認められた活動範囲: 
 政府関係 
 教育 
 社会文化活動 （社会、文化または 

家族訪問） 
 観光 
 商用 
 ジャーナリズム 

 トランジット 

 
この変更は 2015 年 6 月 10 日より有効である。  

デロイトのコメント 

この変更はインドネシアと諸外国との対外的な関係向上や国内の発展のために行われたものである。  
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao 
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