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主催者名
TEL FAX

URL

アートコミュニケーション
03-3261-5712 03-3261-5752

http://www.artcommunication.jp/

アイエムエムジー +62-21-718-3311 +62-21-718-3322

市川市(千葉県)
047-334-1109 047-336-8022

http://www.city.ichikawa.lg.jp/

岩手県インドネシア友好協会 019-662-4968 019-662-4968

インドネシア外務省
+62-21-344-1508

http://www.deplu.go.id/

インドネシア日本50周年記念事
業実行委員会

+62-21-801-5703 +62-21-801-5683

インドネシア教育振興会

090-3764-0583 
076-493-3629

076-493-3629

http://www.baliwind.com/

インドネシア柔道協会 
担当：芦本

+62-811-173-034 +62-21-898-1154

インドネシア・スルヤ・インスティト
ゥート

+62-21-7168-0499

http://www.suryainstitute.org/

インドネシア大学日本研究センタ
ー

+62-21-786-3547 +62-21-786-3548

インドネシア大学文学部日本学
学生会事務局 
実行委員会委員長

+62-856-858-1921

インドネシア日本友好協会(PPIJ) +62-21-801-5703 +62-21-801-5683

インドネシア美術研究会 03-3953-5489 03-3953-5489

インドネシア文化宮
03-3360-9171 03-3360-7179

http://grahabudayaindonesia.at.webry.info/

インドネシアベテランテニス協会
+62-21-3193-0538 +62-21-3193-7274

http://www.ramatours.com/

インドネシア三井物産 
（担当：勝西）

+62-21-390-6565 +62-21-310-0595

インドネシア元日本留学生協会
(PERSADA(プルサダ))

+62-21-864-7373 +62-21-8690-0241

インペックス教育交流財団
03-5448-1298 03-5448-1254

http://www.inpex-s.com/

ウダヤナ大学文学部日本語ディ
プロマ・コース

+62-361-249458 +62-361-249458

浦安在住外国人会 047-353-3891 047-353-3891

浦和レッズ
048-812-1001 048-812-1212

http://www.urawa-reds.co.jp/

エバラインドネシア
+62-21-874-0853 +62-21-874-0033

http://www.ebara.co.jp/environment/communication/

愛媛大学 国際交流センター
089-927-8104 089ｰ927-8967

http://www.ehime-u.ac.jp/
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大分工業高等専門学校 
（担当：准教授 田中 孝典）

097-552-7652

大阪ガス国際交流財団

06-6205-4700 06-6205-5112

http://www.osakagas.co.jp/com-
s/htm/foreign.htm

大阪大学大学院工学研究科精密化
学・応用物理学専攻 笠井研究室

06-6879-7858 06-6879-7859

http://cmdqe.tf.itb.ac.id/

オージー
04-2927-8877 
（午後2時以降）

office 遊音企画
045-303-0456 045-303-0456

http://www.juno.dti.ne.jp/~assm/

海外技術者研修協会(AOTS) ジャカ
ルタ事務所

+62-21-522-6776 +62-21-522-6661

http://www.aots.or.jp/

関西学院大学 国際教育・協力セン
ター

0798-54-6115 0798-51-0954

観峰美術館
075-771-7130 075-771-8441

http://www.kampo.co.jp/

機械学会総合企画グループ
03-5360-3505 03-5360-3509

http://www.jsme.or.jp/

九州・インドネシア友好協会（九電工
内）

092-523-1691 092-524-3269

京都府国際課 075-414-4313 075-414-4314

協和木工所
042-597-3853 042-597-3858

http://www.kyowa-m.co.jp/

桐生地域地場産業振興センター
0277-46-1011 0277-46-1014

http://www.kiryujibasan.or.jp/

熊本大学研究・ 
国際部国際課

096-342-2431

岐阜の自然と世界の大昆虫展実行
委員会

0577-34-6511 0577-34-6065

http://www.yoshimuratakuzo.jp/ 
http://www.h-am.jp/

群馬県 国際課 027-226-3394 027-223-1692

群馬県立ぐんま天文台
0279-70-5300 0279-70-5544

http://www.astron.pref.gunma.jp/

群馬サファリパーク
0274-64-2111 0274-64-2112

http://www.safari.co.jp/

気仙沼商工会議所青年部 事務局
0226-22-4600 0226-24-3817

http://yyyeg.com/

神戸インドネシア友の会事務局
078-811-3405 078-811-3855

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kis/

国際協力機構(JICA)
+62-5795-2112 +62-5795-2116

http://www.jica.go.jp/indonesia/english/index.html

国際協力機構 兵庫国際センター 
（JICA兵庫）

078-261-0341 078-261-0342

http://www.jica.go.jp/hyogo/

国際協力銀行(JBIC)
+62-21-522-0693 +62-21-520-0975

http://www.jbic.or.id/

国際交流基金 
（ジャカルタ日本文化センター）

+62-21-520-1266 +62-21-525-5159

http://www.jpf.or.id/

国際交流基金日本語国際センター
048-834-1180（代表） 048-834-1170

http://www.jpf.go.jp/j/urawa/

国際石油開発帝石ホールディングス
+62-21-570-0557(ex300) +62-21-570-0575

http://www.inpex.co.jp/
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在インドネシア日本国大使館
+62-21-3192-4308 +62-21-3192-5460

http://www.id.emb-japan.go.jp/

在京インドネシア大使館 03-3441-4201 03-3447-1697

在スラバヤ日本国総領事館

+62-31-503-0008 +62-31-503-0037

http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

在マカッサル日本国総領事館 
(現・在マカッサル出張駐在官事務所)

+62-411-871-030 +62-4111-853-946

http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

在メダン日本国総領事館

+62-61-457-5193 +62-61-457-4560

http://www.id.emb-
japan.go.jp/congen.html

茶道裏千家淡交会インドネシア協会 +62-21-573-2019 +62-21-573-2019

サラスワティ大学 +62-361-228043 +62-361-228043

静岡大学
054-238-4264

http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/sum/

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)
+62-21-315-0418 +62-21-315-0817

http://www.jjc.or.id/

ジャカルタジャパンクラブ広報文化部会 +62-21-315-0418 +62-21-3192-5902

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC) 個人部会
テニス部 濱田伸

+62-21-572-3041 +62-21-572-3337

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC) コール・
ムティアラ

+62-21-765-8373 +62-21-765-8373

ジャカルタジャパンクラブ(JJC) 女子ゴルフ
部

+62-21-2750-6194 +62-21-2750-6194

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC) バレーボ
ール部代表者

+62-21-650-9130 +62-21-650-9129

ジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC) ラグビー
部

+62-21-252-1243 +62-21-252-1249

http://jakartabanteng.com/

ジャカルタ剣友会 +62-21-3983－9737 +62-21-315-7152

じゃかるた新聞
+62-21-230-3830 +62-21-230-3831

http://www.jakartashimbun.com/

ジャカルタ日本人学校 +62-21-745-4130 +62-21-745-4140

ジャカルタ祭りの会 +62-21-570-7600 +62-21-570-0077

ジャカルタ メールクワイア事務局
+62-21-230-1112 
Ext.22406

+62-21-390-6355

ジャパン中小企業連合会 +62-21-520-0264 +62-21-520-0261

ジャズマンスイン(JMIA)実行委員会
0166-22-3567 0166-22-3567

http://jazzmonth.net/

松栄堂 
（担当：井上健司）

075-212-5585 075-212-5596

ジョグジャカルタ日本人会有志 +62-293-78821 +62-293-78821

杉野学園衣裳博物館
03-6910-4413 03-3491-8728

http://www.costumemuseum.jp/

スワ・ギタ・プルティウィ・ジャパン
080-3136-9412 072-720-2994

http://swagitajapan.web.fc2.com/

世界民族音楽伝統楽器研究所 078-621-5104 078-621-5104

太平洋人材交流センター
06-4395-2650 06-4395-2640

http://www.prex-hrd.or.jp/

タイムアンドゴールド
045-911-4001 045-911-4020

http://www.balideep.jp/
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ダルマ・プルサダ大学
+62-21-864-9051 +62-21-864-9052

http://www.unsada.ac.id/

ダンスカンパニー ディニオス
075-312-6249 075-312-2604

http://www33.ocn.ne.jp/~kyotosjc/

中小企業国際人材育成事業
団（アイム・ジャパン）

03-5600-5627 03-5600-5638

http://www.imm.or.jp/

ティフィコ(Yayasan Tifico) +62-21-5312-0773 +62-21-5312-0774

デワ・ニョマン・イラワン来日
公演実行委員会

0191-26-1623 0191-26-1623

http://blog.livedoor.jp/dewanyoman_rainiti/

デンソーインドネシア +62-21-651-2279 +62-21-651-0566

電通(DENTSU Strat)
+62-21-527-3833 +62-21-527-3955

http://www.dentsu.co.jp/

天理大学
0743-63-9077 0743-63-9077

http://www.tenri-u.ac.jp/icrs/

東京海上インドネシア保険
+62-21-572-5772 +62-21-572-4008

http://www.tokiomarine.co.id/

東京工業大学
03－5734-2237 03－5734-367

http://www.ttot.ipo.titech.ac.jp/JAYSES2008/

東郷町役場健康交流課 0561-37-5814 0561-37-5823

トゥラン・ブーラン
03-3498-5790 03-3498-5765

http://www.spiral.co.jp/

東レ

+62-21-522-0785 
+62-21-252-6841

+62-21-520-2041

http://www.itsf.co.id/

名古屋市緑政土木曲東山総
合公園管理課

052-782-2111 052-782-2140

http://www.higashiyama.city.nagoya.jp/

名取事務所
03-3428-8355 03-3428-8355

http://www.nato.jp/

日本インドネシア協会 03-3661-2956 03-3661-4597

日本インドネシア文化交流プ
ロジェクトこころ

0422-30-1050 0422-30-1050

日本インドネシア文化財団
+62-21-3911-8610 +62-21-390-4411

http://www.nihindo.org/

日本・インドネシア友好年実
行委員会事務局 
（外務省東南アジア第二課）

03-5501-8000 
(内線：2447・5473・5472)

03-5501-8264

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/yukou_2008/

日本映画撮影監督協会
03-3356-7896 03-3356-7897

http://www.jsc.or.jp/

日本経済新聞社 03-5255-2847 03-5255-2860

日本経済団体連合会
03-5204-1642 03-5255-6268

http://www.keidanren.or.jp/

日本学生支援機構(JASSO)
+62-21-252-1912

http://www.jasso.or.id/

日本国際協力センター
(JICE)

03-5322-2548 03-5322-2590

http://sv2.jice.org/

日本国際問題研究所
03-3503-7801 03-3503-7186

http://www.jiia.or.jp/

日本鉄鋼連盟 
（担当：松本眞司）

03-3669-4815 03-3667-0245

http://www.jisf.or.jp/



日本貿易振興機構(JETRO) 
（ジャカルタ・センター）

+62-21-520-0264 +62-21-520-0261

http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/overseas/idn_jakarta/

日本郵船
03-3284-6043 03-284-6378

http://www.nykline.co.jp/

音緒 080-5195-6394 048-737-8818

バリ芸能研究会 03-3812-2536 03-3812-2536

バリ州高校生日本語弁論大
会実施委員会

+62-361-468358 +62-361-468358

バリ日本人会広報担当 
（担当：高野洋一） 
盆踊り実行委員会

+62-81-2384-0677 +62-361-760-019

http://www.japanclubbali.org/

バリ日本人会スポーツ振興
部

+62-361-765-514 +62-361-765-514

http://www.Partenza.jp/

バリ日本人会文化部 +62-361-970-736 +62-361-976-176

日立国際奨学財団
03-3257-0853 03-3257-0854

http://www.hitachi-zaidan.org/shogaku/

日立製作所
03-4564-5577 03-4564-1443

http://www.hitachi.com/society/global/hyli/

広島インドネシア協会 082-252-3000 082-252-3090

広島経済大学 興動館イン
ドネシア国際貢献プロジェク
ト

082-832-5010 082-832-5011

http://koudoukan.hue.ac.jp/

ファイサル・アンワール 
（ダルマ・プルサダ大学）

+62-817-886-157

ホテル日航ジャカルタ +62-21-230-1122

マリンスポーツ・オフィス
0557-47-1700 0557-47-4179

http://www.surabaya.jp/

丸紅
03-3467-0760 03-3467-7170

http://www.marubeni.co.jp/

三木町文化振興財団
087-898-9222 087-898-9666

http://www4.ocn.ne.jp/~meta/public_html/

美里町国際交流協会
0229-33-2113 0229-33-2402

http://www15.ocn.ne.jp/~mifa/

三井物産CSR推進部社会貢
献推進室

03-3285-7757 03-3285-9030

http://www.mitsui.co.jp/csr/contribution/

三菱商事ジャカルタ駐在事
務所

+62-21-515-1511 +62-21-515-1504

三菱東京ＵＦＪ銀行ジャカル
タ支店

+62-21-570-7626 +62-21-573-5724

ミュージック・シェアリング
03-3261-1855 03-3261-1856

http://www.musicsharing.jp/

ムハマド サフラン 080-3494-4223

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

+62-21-898-1001 +62-21-898-1002

メトベローサ +62-21-471-4991 +62-21-4788-1714

メラピ・ウタマ・ファルマ
+62-21-391-5070 +62-21-390-4227

http://www.merapi.net/

山路優加 080-5326-6721

ヤマハ・ミュージック
+62-21-520-2577 +62-21-520-2650

http://www.yamaha.co.id/

山本寛斎事務所
03-5772-2462

http://www.kansai-inc.co.jp/news/
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ヤンマー
06-6376-6203 06-6372-8425

http://www.yanmar.co.jp/

横浜市旭区民文化センター サンハー
ト

045-364-3810 045-391-6930

http://www.yaf.or.jp/sunheart/

横浜市立よこはま動物園ズーラシア
045-959-1297 045-959-1450

http://www.zoorasia.org/

りそなプルダニア銀行 +62-21-570-1958 +62-21-570-1936

立命館大学国際協力学生実行委員会
075-466-3320 075-466-3321

http://remembertsunami.web.fc2.com/index.html

留学生スポーツ交流協会
03-3663-5707 03-3663-8869

http://www.fsea.gr.jp/

ルクス ギャラリー 03-3563-0128 03-3563-0128

和光大学総合文化研究所
090-2237-1169 044-52-8262

http://www.wako.ac.jp/

C.P.I.教育文化交流推進委員会
0422-49-3808 0424-84-1132

http://www.cpi-mate.gr.jp/

Different and Amemachi +62-251-342-467 +62-251-342-467

Gessa Production
+62-21-8378-5689 +62-21-8378-5688

http://www.gessaproduction.com/

Indonesia Aikikai Foundation 
（担当：イマヌエル・ハキム）

+62-21-576-2720

Indonesia EPSON Industry 
（担当：阿部栄一）

+62-21-897-0101 +62-21-897-0218

JAL ジャカルタ支店 +62-21-572-3235 +62-21-572-3236

JPR 日本国際救急救助技術支援会 090-9627-7361 06-6308-4071

nDalem Wironegaran
+62-274-419-370 +62-274-419-370

http://www.jogjaheritagewalk.com/

NECフィールディング 
(担当：環境推進室 菊池博明）

03-3769-5645 03-34577106

http://www.fielding.co.jp/

NHK国際放送局番組部
03-5455-5061 03-3481-0815

http://www.nhk.or.jp/indonesian/

Otsuka Indonesia 
（担当：中村幸子）

+62-21-782-7669 +62-21-782-7663

SURYA TOTO INDONESIA +62-21-568-0024 +62-21-560-1458


