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11万台に［製造］

インドネシア  2011年11月18日（金曜日）

ホンダ、模倣品摘発が奏功：汎用機販売 ４割増の11万台に
［製造］
インドネシアでホンダの汎用製品の販売台数が、今年は前年比４割増の11万台に達す
る見込みだ。汎用製品を販売する現地法人ホンダ・パワー・プロダクツ・インドネシア
（ＨＰＰＩ）は17日、ジャカルタ本社で模倣品の廃棄処分を公開。同社は今年７月か
ら、当局と協力して集中的に模倣品の摘発を行っており、その成果もあって８月以降の
販売が好調だ。【大谷聡】
ＨＰＰＩの１～10月の販売台数は、汎
用エンジンが６万3,000台、エンジン
水ポンプが２万3,000台、発電機が
1,500台、刈払機が1,600台で合わせて
約９万台。前年通期の８万台をすでに
上回っている。乾期が長かったため、
農業用の地下水くみ上げなどに利用さ
れる水ポンプの販売台数が伸びたほ
か、農業や建設業で作業の機械化が
徐々に進んでいることでエンジンの販
売も好調だった。一方で、発電機は停
電が減ったことなどで伸び悩んだ。
ＨＰＰＩの水澤重明社長は「通年では目標の10万台以上をクリアして、11万台に達す
るとみている」と語った。売上高23億円、純利益３億円の目標も達成する見込みだ。
同社は完成品をタイ、中国、日本、インドから輸入する。タイ工場は洪水の影響で先
月７日から操業を停止していたが、今月14日から稼働率５割で再開したところ。調達先
の変更により、ＨＰＰＩの販売にほとんど影響はないという。
■模倣品の撲滅活動周知
水澤社長は、８月以降に販売台数が伸びた要因の１つとして、模倣品の摘発活動を挙
げた。17日には、中部ジャワ州ゴンボンなどの３店舗で差し押さえた水ポンプと発電
機、合わせて43台をハンマーで廃棄処分した。
同社は、2006年の設立時から弁護士事務所１社を通じて模倣品の摘発を実施していた
が、散発的にしか行えないため大きな効果が上がらなかった。このため今年７月から６
社と契約し、同時期に広範囲で摘発を行っている。模倣品の廃棄処分をメディアに公開
することで、知的財産権を侵害する商品の撲滅活動を周知している。７月以降は、全国
各地で約40回の摘発を行い626台の違法品を押収した。
同社長は「インドネシア市場には当社製品と同数の模倣品が出回っている可能性があ
る」との認識を提示。「品質の悪い模倣品から顧客を守るだけでなく、ホンダのイメー
ジを維持するためにも、地道な活動を続ける」と強調した。
摘発を担当したＳＫＣ法律事務所のプルノモ弁護士は、以前は模倣品の価格が安いた
め、消費者が商品の真贋(しんがん)を見極めるのは簡単だったが、最近は価格差がほと
んどなくなったと指摘。中国から輸入された製品に、東ジャワ州スラバヤでニセのブラ
ンド・ステッカーをはり付けた模倣品が市場に出回っているとの認識を示した。ステッ
カーの仕上がりや製品の色などで正規品との違いを見分けることができるという。
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■来年の販売目標は15万台
販売店網の拡充もＨＰＰＩの売り上げを押し上げている。５月末に24社だった独立系
主要ディーラーは、10月末時点で２倍の49社に増えた。大手量販店ともディーラー契約
を交渉中だ。
来年には、スラバヤに東部地域を統括する支店を開設することも検討している。同社
は今年４月、ショールーム、ディーラー向け研修設備などを完備した本社ビルをジャカ
ルタに完成したところ。今後は本社ショールームを充実させるとともに、東部地域にも
同様の機能持ち、物流の拠点となる支店を設置する考え。
来年は模倣品の撲滅活動の継続や販売網の拡大などで15万台の販売と、売上高35億円
を狙う。
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【インドネシア】 シャープ、業務用機器に本腰：モニター・太陽光パネル拡販［ＩＴ］（12月

08日）

【インドネシア】 首都空港鉄道開発を国鉄に移管、大統領令で［運輸］（12月08日）
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【インドネシア】 上場タイヤ、生産能力拡大に1.5兆ルピア［車両］（12月08日）

【インドネシア】 アサハンアルミ買収、民間企業も名乗り［鉄鋼］（12月08日）

【インドネシア】 マ農園大手、南カリ州でパーム原油精製事業［農水］（12月08日）

【インドネシア】 韓国・ブラジル、牛畜産投資を検討か［農水］（12月08日）

【インドネシア】 石油ガス６鉱区、地元４社など落札［資源］（12月08日）

【インドネシア】 東ジャワ州トゥバンに製油所建設、13年着工［資源］（12月08日）

【インドネシア】 首都、民活ごみ中間処理施設を３カ所に計画［公益］（12月08日）

【インドネシア】 豪系不動産、来年の中古取引額２倍増目指す［建設］（12月08日）

【インドネシア】 タクシー最大手、来年にも株式20％公開［運輸］（12月08日）
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【インドネシア】 ブカシなど２市の最賃を改定、わずか数日で［労働］（12月07日）

【インドネシア】 テイクオフ：松葉杖販売店なるものを…［医薬］（12月07日）

【インドネシア】 国内最大サイト「カスクス」：来年刷新、収益基盤強化へ［ＩＴ］（12月07
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【インドネシア】 住友電気工業、来年に製販子会社設立［製造］（12月07日）
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【インドネシア】 複合バクリー、ナイジェリアに750億円投資へ［経済］（12月07日）

【インドネシア】 大手法人向けＩＴ市場、年間3400億円も［ＩＴ］（12月07日）

【インドネシア】 携帯最大手、国内初の研究開発施設を稼働［ＩＴ］（12月07日）

【インドネシア】 反ダンピング措置が５年延長、米国向け鋼板［鉄鋼］（12月07日）

アジア《格安》海外ツアー検索 – travel.yahoo.co.jp
見どころ満載 近場のアジアへ ツアー予約は/Yahoo!トラベル

大阪市城東の新築分譲マンション – www.jyoto190.jp
《公式》サンクタス城東深江橋-深江橋駅徒歩7分。都心型マンション！

インタレストマッチ – 広告の掲載について

Yahoo!ブックマークに登録
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から解説

日刊自動車新聞社
日刊工業新聞社
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コラボレーションサイト

NNA
NNAASIA

Join the conversation

NNAASIA 新たな改札機、券売機、乗車券の導入
作業が２月末で完了したクアラルンプール都心部
の鉄道路線。 bit.ly/w3DJnY #nnaasia
44 minutes ago · reply · retweet · favorite

NNAASIA 先日、パスポートが入ったかばんを
ひったくられた結果、思わぬ長期滞在を強いられ
たベトナムのホーチミン市から香港に戻る機内
で、華人グループと遭遇。 bit.ly/yVryXg
#nnaasia
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

NNAASIA 熱帯のフィリピンのエアコン普及率は
全世帯の１割程度とされるが、今後の経済成長に
伴い普及の急上昇も考えられる。 bit.ly/FO7EoL
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