
No. 書籍名 頁数

1 「2019年 投資手続き法」 (51p) RP 500,000

2 「2002年 付加価値税の免除制度」 (88p) RP 700,000

3 「2013年 会社法と会社法務」+ 追補 (80p+20P） RP 800,000

4 「2016年 労働関連法の解説」 (177p） RP 1,200,000

5 「2009年 従業員源泉徴収 計算ガイド」 (43P＋Form 1721） RP 450,000

6 「2012年 法人税の計算」＋書式+追補   (51P+10P+75P) RP 700,000

7 「2011年 インドネシア投資ガイド」 (131P) RP 950,000

8 「2016年 インドネシアの社会保障」 (57p) RP 500,000

9 「2008年 インドネシアの税務行政」 (162p) RP 850,000

10 「2011年 インドネシア 個人所得税解説」＋ 追補 (45p+15P) RP 600,000

11 「2001年 インドネシア 附加価値税法解説]追補 (59P+23P+47P) RP 700,000

12 「2008年 インドネシア所得税法と注解 (66p)  RP 700,000

13 「2003年 インドネシアの 政治関連法」 (63P) RP 500,000

14 「2015年 個人所得税の年次申告書記入ガイド (100P、Formつき） RP 800,000

15 「2014年 法人所得税の年次申告書記入ガイド (54P） RP 500,000

16-1 「2014年　インドネシアの輸出入法と貿易実務　その1」 (167p) RP 1,200,000

16-2 「2014年　インドネシアの輸出入法と貿易実務　その2」 (198p) RP 1,200,000

17 「Accounting Manual」会計マニュアル スタッフ必携 (45p) RP 400,000

18 「2010年　インドネシア土地建物の取引と税務] (55P、付録つき) RP 600,000

19 「インドネシア企業会計原則 その１　」 (78P) RP 800,000

20 「インドネシア企業会計原則 その２　」 (79P) RP 800,000

21 「インドネシア企業会計原則 その３　」 (78P) RP 800,000

22 「インドネシア企業会計原則 その４　」 (77P) RP 800,000

23 「2007年　インドネシア国税通則法」 （69P） RP 700,000

24 「2007年　インドネシア株式会社法」 （75P） RP 750,000

25 「2011年　インドネシア付加価値税期間申告書記入ガイド」 （66P） RP 600,000

26 「インドネシアの会計原則と国際基準との比較」 （20P） RP 200,000

27 「ジャカルタ道路の英雄と偉人名」 （123P） RP 260,000

28 ｢2009年　インドネシア改正付加価値税法｣ （41P） RP 400,000

29 ｢2016年　インドネシアの環境管理関連法｣ （71P） RP 700,000

30 「2018年　インドネシア移転価格税制」 （98P） RP 950,000

委託販売（FORUM-AMIN社）
a 「新労働法　UU13/2003」　　 (67P)　対訳 Rp 320,000
b 「2003/2004発行労働法規集」　 (68P)　対訳 Rp 270,000
c 「2004年発行労働法規集」　 (73P)　対訳 Rp 320,000
d 「賃金」　関連法規集　 (71P)　対訳 Rp 320,000
e 「労働組合と就業規則/労働協約」　関連法規集 (38P)　対訳 Rp 230,000
f 「労働紛争と解雇」　関連法規集 （53P)　対訳 Rp 230,000
g 「雇用形態」　関連法規集　　*改訂中* (44P)　対訳 Rp 230,000

h 「外国人労働許可」 (73P)  対訳 Rp 320,000

インドマルコ月刊誌　「インドネシア企業経営」別冊　インドネシア法令・実務書籍集

金額

インドネシア国内の頒布価格です。国内の郵便料込み。但し10%の付加価値税（PPN)が加算されます。

インドネシア国内、ルピア払い用



No. 書籍名 頁数

1 「2019年 投資手続き法」 (51p) ￥ 6,500

2 「2002年 付加価値税の免除制度」 (88p) ￥ 9,500

3 「2013年 会社法と会社法務」+ 追補 (63p+18P） ￥ 11,000

4 「2016年 労働関連法の解説」 (177p） ￥ 14,000

5 「2009年 従業員源泉徴収 計算ガイド」 (43P＋Form 1721） ￥ 6,500

6 「2004年 法人税の計算」＋書式+追補　　*改訂中* (51P+10P+75P) ￥ 9,500

7 「2011年 インドネシア投資ガイド」 (131P) ￥ 12,000

8 「2016年 インドネシアの社会保障」 (57p) ￥ 6,500

9 「2008年 インドネシアの税務行政」 (162p) ￥ 11,000

10 「2011年 インドネシア 個人所得税解説」＋ 追補 (45p+15P) ￥ 8,000

11 「2001年 インドネシア 附加価値税法解説]追補　*改訂中* (59P+23P+47P) ￥ 9,500

12 「2008年 インドネシア所得税法と注解」 (66p)  ￥ 9,500

13 「2003年 インドネシアの 政治関連法」 (63P) ￥ 6,500

14 「2015年 個人所得税の年次申告書記入ガイド (100P、Formつき） ￥ 11,000

15 「2014年 法人所得税の年次申告書記入ガイド (54P） ￥ 6,500

16-1 「2014年　インドネシアの輸出入法と貿易実務 その1」 (167p) ￥ 14,000

16-2 「2014年　インドネシアの輸出入法と貿易実務　その2」 (198p) ￥ 14,000

17 「Accounting Manual」会計マニュアル スタッフ必携 (45p) ￥ 5,500

18 「2010年　インドネシア土地建物の取引と税務] (55P、付録つき) ￥ 8,000

19 「インドネシア企業会計原則 その１　」 (78P) ￥ 11,000

20 「インドネシア企業会計原則 その２　」 (79P) ￥ 11,000

21 「インドネシア企業会計原則 その３　」 (78P) ￥ 11,000

22 「インドネシア企業会計原則 その４　」 (77P) ￥ 11,000

23 「2007年インドネシア国税通則法」 （69P） ￥ 9,500

24 「2007年　インドネシア株式会社法」 （75P） ￥ 10,000

25 「2011年　インドネシア付加価値税期間申告書記入ガイド」 （66P） ￥ 8,000

26 「インドネシアの会計原則と国際基準との比較」 （20P） ￥ 3,000

27 「ジャカルタ道路の英雄と偉人名」 （123P） ￥ 3,500

28 ｢2009年　インドネシア改正付加価値税法｣ （41P） ￥ 5,500

29 ｢2016年　インドネシアの環境管理関連法｣ （71P） ￥ 9,500

30 「2018年　インドネシア移転価格税制」 （98P） ￥ 12,000

委託販売（FORUM-AMIN社）
a 「新労働法　UU13/2003」　　 (67P)　対訳 ￥ 5,000

b 「2003/2004発行労働法規集」　 (68P)　対訳 ￥ 4,000

c 「2004年発行労働法規集」　 (73P)　対訳 ￥ 4,800

d 「賃金」　関連法規集　 (71P)　対訳 ￥ 4,800

e 「労働組合と就業規則/労働協約」　関連法規集 (38P)　対訳 ￥ 3,500

f 「労働紛争と解雇」　関連法規集 （53P)　対訳 ￥ 3,500

g 「雇用形態」　関連法規集　　*改訂中* (44P)　対訳 ￥ 3,500

h 「外国人労働許可」 (73P)  対訳 ￥ 5,000

インドマルコ月刊誌　「インドネシア企業経営」別冊　インドネシア法令・実務書籍集

金額

日本向け

日本向け日本円払いの頒布価格です。インドネシアからの送料は含まれております。
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