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e-Objection (異議申立書の電子的な提出) 
 

2020年 7月 29日、国税総局長官は、異議申立書の電子的な提出 (e-Objection) 

手続に関する規則 No.PER-14/PJ/2020 (以下「PER-14」) を公布しました。PER-

14 は 2020年 8月 1日より効力を生じます。 

 

異議申立書提出の通常手続に変更はありません。PER-14では、納税者の業務効

率向上を目的として、税務異議申立書の電子的な提出を追加の方法として規定し

ています。この e-Objectionプロセスは常時利用可能です (即ち 24時間、365

日)。 

 

e-Objectionは、以下の全てに該当する納税者が利用できます: 

• 有効な EFINを所有している。 

• DGTウェブサイト上で登録済みのアカウントを所有している。 

• 有効な電子証明書を保有している。 

 

上記の要件を満たさない納税者は、e-Objectionの前に、上記の各項目の申請手

続を行わなければなりません。 

 

e-Objectionプロセスでは、異議申立書を DGTウェブサイト 

(https://djponline.pajak.go.id/account/login) を通じて、このページの e-Objection 

メニューをクリックし、記入要件に従い必要事項を記入します。異議申立に係る論点

は直接ウェブサイト (最大文字数 4,000字) に記入する又は PDFファイルとしてア

ップロードすることができます (サイズ制限 5 MB)。署名プロセスは電子署名を使用

して執り行われます (即ち、パスフレーズを入力して、電子証明書をアップロードす

る)。納税者が e-Objectionを行った後、電子受領書 (Bukti Penerimaan 

Elektronik/BPE) が納税者の事前登録メールアドレスに送信されます。BPEに記

載される日付が異議申立書受領の日付です。 

 

e-Objectionプロセスにおいて、システム上で検証プロセスがあり、異議申立の要

件を満たしているかがチェックされます。この結果、異議申立の要件を満たさないと

判断された場合、納税者はその旨の通知を受け、税務署に連絡し、通知確認書を

入手しなければなりません。 

 
 
 

____________________ 

e-Objection P1 

 

VAT非課税物品への魚類

の追加 P2 

____________________ 
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VAT非課税物品への魚類の追加 
 

2020年 8月 5日、財務大臣は、付加価値税（VAT）の課税対象とならない基本必

需品に関する規則 No.99/PMK.010/2020 (以下「PMK-99」) を公布しました。

PMK-99により、従来の財務大臣規則 No.116/PMK.010/2017 (以下「PMK-116」)

は撤廃されます。 

 

PMK-99では、需要が非常に高い特定の魚類を基本必需品のリストに追加してい

ます。当該追加は、2018年 8月 8日付けの最高裁判所判決 No.32 P/HUM/2018 

(以下「PUT-32」) による PMK-116に対する司法審査の要請に応じたものです。従

来、PMK-116では VAT非課税対象の基本必需品に魚類製品を含めていません

でした。 

 

今般の PMK-99の完全なリストは以下のとおりです:  

a) 米及び外皮除去無しの米 

b) トウモロコシ 

c) サゴ 

d) 大豆 

e) 食卓塩 

f) 肉類 

g) 卵 

h) ミルク 

i) 果物 

j) 野菜 

k) ヤムイモ 

l) スパイス（香辛料） 

m) 調理用砂糖 

n) 魚類 – 新規追加 

 

PMK-99の付録に記載される基本必需品の基準及び仕様は、関連する省庁の提

案により調整される場合があります。 
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