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BOIの投資奨励政策 



BOIの投資奨励恩典 

 国内のみならず 

外国からの投資も対象  

全ての投資規模に付与する 

税制上の恩典および 

税制以外の恩典 

製造事業とサービス業の 

両方が対象 



BOIの投資奨励枠組み (1/3) 

輸出条件
なし 

外貨送金の 
制限なし 

政策 

外資100%の 
株式保有が可能 

現地調達
条件なし 



機械輸入税・輸出用製品や 

研究開発用に輸入された原材料 

や必要資材の輸入税の減免 

法人所得税を 

最長13年間免除 
 

最長10年間 

法人所得税を50%減税 

最長10年まで純利益から 

投資済金額の最高70%に 

相当する投資額を差引く 

税制上の恩典 

業種に基づく恩典 

7ヵ年投資奨励戦略  

(2015-2021年) に基づき、 

対象産業に対し、 

法人所得税を 

最長8年間免除 

技術に基づく恩典 
コアテクノロジー・ 

研究開発を対象に 

法人所得税を 

最長13年間免除  
 

BOIの投資奨励枠組み (2/3) 



BOIの投資奨励枠組み (3/3) 

税制以外の恩典 

土地の所有権 

ビザ・ワークパーミット
の取得支援 



Area-based Merit-based 

• 研究開発 
• 教育・研究機関や技術・人材
開発基金の支援 

• 知的財産ライセンス料 
• 高度技術研修  
• ローカルサプライヤーの開発 
• 製品・包装のデザイン 

Agenda-based 

BOI投資奨励恩典の枠組み 

+ 

• Bio Industries 
• Creative & Digital Industries 
• High Value Business & Service 
• Advanced Manufacturing 
• Basic & Supporting Industries 

Activity-based Technology-based 
• Biotechnology 
• Nanotechnology 
• Advanced Material 

Technology 
• Digital Technology 

• EEC 3 県 
• SEZ 10 県 
• 南部国境地域 (4 県 4 郡) 
• 低所得 20 県  
• 工業団地・工業地区 
• 科学技術開発区  (Science 

Park, Food Innopolis,  

 Space Krenovation Park: SKP) 

生産効率を向上させるための投資促進措置   



対象となる７産業 

鉱業、セラミックス、 

基礎金属 
2 

軽工業  3 

金属製品、機械、運輸機器 4 

電気・電子機器産業 5 

化学工業、紙および 
プラスチック       6 

サービス、公共事業 7 

恩典制度 

プロジェクトにおいて使用される 

技術・知識が高ければ高いほど 

より厚い恩典が付与される仕組 

0 年 

8 年 
法人所得税免税 

業種に基づく恩典 

農業および農産品 1 



法人所得税
の免除 

機械の  

輸入税免除 

輸出製品用の 

原材料・部品の 

輸入税の免除 

税制 

以外の
恩典 

A1 

8 years 
(上限なし)  
+ Merit 

   

A2 8 years + Merit    

A3 5 years + Merit    

A4 3 years + Merit    

B1 

0 year +  
Merit 

 (一部の事業) 
   

B2 - -   

業種に基づく恩典 



10のSカーブターゲット産業 

バイオ燃料・ 
バイオケミカル 

農業・バイオテクノロジー 

自動化機械・ 
ロボット 

次世代自動車 

未来のための
食品 

デジタル経済 

第１Ｓカーブ産業 

新Ｓカーブ産業 

医療ハブ 航空宇宙 

スマート 
電気機器 

高品質で豊かな 
観光・医療ツーリズム 



タイ国が国家の総合的競争力と産業の底上げを可能にするコアテクノロジー 

開発への投資に対する追加恩典。プロジェクトは委員会が指定する 

教育・研究機関との連携による技術移転をしなければならない。   

例）テクノロジー・リサーチ・コンソーシアム 

法人所得税を10年間免除＋メリット（1～3年）＝  最長13年 

技術開発に基づく競争力向上のための措置    

バイオ・テクノロジー ナノ・テクノロジー  

先端素材テクノロジー 
デジタル・ 
テクノロジー 

対象サービス 
1. 研究開発  

2.職業訓練施設（S&T（科学・
技術分野）のみ）    

3.電子設計  

4. エンジニアリング・デザイン   

5.科学試験サービス  

6.校正サービス 
第2～6項は委員会が承認した高度技術 

利用プロジェクトにのみ適用  

ターゲットコアテクノロジー 



 

投資・費用の割合に応じた 
追加恩典は以下の通り  

最初の 3 年間
の総売上高に 

対する 

投資・費用 

追加法人
税免除 

期間（上限
金額 

も追加） 

1% または  

2 億バーツ. 
1 年 

2% または  

4 億バーツ 
2 年 

3% または  

6 億バーツ 
3 年 

投資・費用の種類 
免税上限の追加額 

（投資・費用に対する％） 

従来  新規 

1. 自社、国内での外注、海外の機関と共同
で実施する研究開発 

200% 300% 

2. 技術・人材開発基金、教育機関、専門 

分野の訓練センター、研究機関、科学 

技術分野の政府機関に対する支援 

100% 100% 

3. 国内で開発された技術の 

使用ライセンス料 
100% 200% 

4. 高度技術研修 100% 200% 

5. タイ資本比率が 51% 以上の国内 

サプライヤー (Local Supplier) に対する
高度技術研修および技術的なアドバイス 

100% 200% 

6. 自社、国内での外注による 

製品・包装のデザイン  
100% 200% 

メリットによる恩典の重要な改定点 

技術開発に基づく競争力向上のための措置     



EECにおける投資奨励措置 



 2019年12月30日までに申請書を提出しなければならない 

 人材開発及び技術の向上のための教育機関／研究機関／ 中核的研究拠点 

 (Center of Excellence：CoE) 

との連携協力が必要 

 ターゲット産業のための恩典 

地域 
通常の恩典パッケージに追加する恩典 

（ターゲット産業のみ） 条件 

  1. 東部航空都市またはエアロ 

  ポリス、 EECイノベーション 

  地区 (EECi)、 EECデジタル   

  パーク(EECd) 

2年間のCIT(法人所得税)の免除 

+ 5年間の CIT 50％減税 

 

実習生の人数: 

全従業員の10％以上 

または50人以上 
 
   2. 特定のターゲット産業 

   のための工業団地 
追加で5年間のCIT50％減税 

  3. EEC におけるその他の 

     工業団地/工業地区  
追加で3年間のCIT 50％減税 

実習生の人数: 

全従業員の5％以上 

または25人以上 
 

新たなEECにおける投資奨励措置ー2018年1月1日から開始 



堅強な人材開発プログラム 

人材開発プログラム 

タレントモビリティープ

ログラム(TM) 
公的機関と民間セクター間の共同研究のマッチ
ングサービスの提供 

職業統合学習(WiL) 
官民パートナーシップによる教育機関と民間セク
ター間の 

共同教育サービスの提供 

デュアル職業訓練
(DVT) 

学生が実務経験を得るための効率的なカリキュ
ラム、訓練、試験評価方法を作るための職業教
育機関による民間企業との協定 

共同教育 

（大学・専門学校卒業
生向け） 

学校教育と職業実務経験を組み合わせた構造
的メソッド。構造的実務経験に対する学科の履修
単位の付与 



生産効率を向上させる 

ための投資促進措置 



生産効率を向上させるための投資促進措置 

• 省エネルギー、代替エネルギー 

使用、環境インパクト軽減のための
機械入れ替え 

• 自動化など、生産効率向上のため
に既存生産ラインの機械入れ替え 

• 研究開発およびエンジニアリング 

デザインのための投資 

• 農業基準を認証取得のための生産
ラインをアップグレード 

 



恩典 
• 機械の輸入関税を免除する 

• 法人所得税を3年間免除する。ただし、生産効率向上のための投資金額 

(土地代および運転資金を除く)の50％を上限とする。なお、既存事業 

からの収入を、法人所得税免除対象の収入とする。又、自動化に 

おける投資金額の30％以上がタイ国内の自動化機械製造産業に寄与 

する場合、法人所得税除の上限を100％とする。 

• 法人所得税の免除期間は、奨励証書発給後、収入が発生した日からと
する。 

条件 

• 奨励証書発行日より3年以内にプロジェクトを完成しなければならない 

• 評価指標は単位の直接原価の削減、 工程時間の削減、廃棄物量の削減、 

サイクルタイムの短縮￥などの生産能力に関する指数が含まれる 

• 2020年12月30日までに申請をしなければならない 

生産効率を向上させるための投資促進措置 



BOIによるサービス 



投資委員会による 

支援サービス 
3時間以内でビザ及びワークパーミットを取

得 

スマート・ビザ 

下請産業開発プログラム 

投資家に代わって関連政府機関と調整  

カントリー・デスク 

海外事務所 

投資委員会による多種多様な支援サービス 



Thailand’s SMART Visa Program 



専門家・幹部職員・投資家等の 

高度人材をタイへ誘致し、 

イノベーションや技術を牽引する 

１０のターゲット産業の成長を促
すことがスマートビザの目的です。 

2018年2月1日から 

SMART VISA 
スマート 

電気機器 

高品質で豊かな 

観光・医療ツーリズム 

農業・ 
バイオテクノロジー 

医療ハブ 

デジタル 

航空&物流 

自動化機械・ 
ロボット 

次世代自動車 

外国からの高度人材と 
技術でタイを 

新たなレベルへ飛躍 

未来のため 

の食品 
バイオ燃料・ 
バイオケミカル 外国からの高度人材と 

技術でタイを 
新たなレベルへ飛躍 



注目イベント 

• 製品展示会： 

 下請け部品メーカーによる部品サンプルの見本市 

• ビジネス・マッチング： 

 一流バイヤーと部品メーカーの商談会 

• バイヤーズ・ビレッジ： 

 一流バイヤーが求める部品のスペックや購買方針の展示 

• セミナー： 

 各種テーマによるセミナーを開催 

 



バンコクのBOI事務所  

お問い合わせ 

E-mail: jpdesk@boi.go.th 

ジャパン・デスク(BOI本部)     

 

18th Floor, Chamchuri Square Building, 319 

Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok Thailand 

 

Tel. 02-209-1100 (domestic), +662-209-

1100 (international) 

Email. osos@boi.go.th 

One Start One Stop Investment 

Center (OSOS) 



東京 

日本のBOI事務所 

タイ王国大使館経済・投資事務所 
〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3 
福田ビルウェスト8階 
Tel. : +81 3 3582 1806  
Fax : +81 3 3589 5176  
E-mail : tyo@boi.go.th 

大阪  

タイ王国大阪総領事館 

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-16

バンコク銀行ビル7階 

Tel. : +81 6 6271 1395  

Fax : +81 6 6271 1394  

E-mail : osaka@boi.go.th 



Thank you 
ご清聴ありがとうございました 


