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タイ投資委員会のご紹介
Introduction to the BOI

h

BOI is a government agency

under the Office of

the Prime Minister

BOI（タイ投資委員会）は
首相府傘下の政府機関

BOI is a government agency 

under the Office of the Prime Minister

投資および事業展開に対し、
包括的な情報やアドバイスを
提供
Provides comprehensive information 

and advice on establishing operations 

in Thailand

税制上の恩典および
税制以外の恩典を付与
Grants Investment Incentives

外国のビジネス関連機関や
民間・その他公的機関との
調整
Coordinates between the foreign 
business community and other public 
agencies

投資家へのビジネス
支援サービスを提供

Provides Business Support 
Services for Investors
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BOIの投資奨励政策
BOI Investment Promotion Measures

政策 税制上の恩典 税制以外の恩典

100% 独資での
外国資本の所有

機械輸入税の免除 土地の所有権

現地調達率に条件なし

輸出条件なし

外国為替に関する
条件なし

輸出用製品に使用される原材料、
必要資材の輸入税の免除

研究開発のために輸入される
物品の輸入税の免除

最大13年間の法人所得税の免除

免税期間終了後5年間にわたり
法人所得税を50%減税

ビザと就労許可の
取得支援
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恩典は技術レベル、サプライチェーン内の役割、立地等いくつかの主要な要素に基づく
Incentives are based on several key factors including level of technology, role in supply chain, and location.

8
年間

0
年間

法
人
所
得
税
の
免
除

法人所得税の
免除

機械の
輸入税の免除

原材料の
輸入税の免除

税制以外の
恩典

B2 高度技術を使用していないものの、
バリューチェーンにとって重要な裾野産業 ✓ ✓-

年間

国の競争力を向上させるデザインや研究開発
(R&D)に主眼を置いたナレッジベースの事業A1 ✓ ✓ ✓

8
年間

（上限額無し）

メリットに
基づく恩典

国の発展に貢献するインフラ事業、タイ国内投資
が少ないか、またはまだ投資が行われておらず、
付加価値の創出に高度技術を使用する事業

A2 ✓ ✓ ✓
8
年間

メリット
に基づく恩典

既にタイ国内に生産拠点が少数あるものの、
国の発展にとって重要な高度技術を使用する事業A3 ✓ ✓ ✓

5
年間

メリット
に基づく恩典

技術がA1-A3ほど高度でないものの、国内原材料の
付加価値を高め、サプライチェーンを強化する事業A4 ✓ ✓ ✓

3
年間

メリット
に基づく恩典

高度技術を使用していないものの、
バリューチェーンにとって重要な裾野産業B1 ✓ ✓ ✓-

年間

メリット
に基づく恩典

-

CIT Exemption Exemption of Import duties 
on machinery

Exemption of Import duties 
on raw materials

Non-tax
incentives

+

+

+

+

+

業種（製品）に基づく恩典パッケージ
Standard Product-Based Incentive Packages
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タイの排出削減目標
タイは、2030年までに温室効果ガスの排出量を 20〜25％削減することを誓約。110

〜140mt-CO2-eqに相当するレベル。
これは、Business as Usual（BAU）シナリオで推定されたGHG排出ベースラインに基づ

いている。タイはいくつかの環境キャンペーン、特にアセアンにおけるごみ処理と森林再
生に関するキャンペーンを開始。また、エコカーや電車の利用を推進し、ヘイズ（煙霧）
汚染を減らすためのロードマップを策定

2030年に向けたタイの20-35%温室効果ガス削減目標

7
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7,531
12,408

17,459
22,087

24,725
27,286 29,557

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

グリーンエコノミーを目指すタイ
Thailand Moving Towards Green Economy

出所: Dual Citizen, Department of Industrial Works and Department of Alternative Energy Development and Efficiency

第27回 世界グリーンエコノミー指数に関して (GGEI)

ASEANでシンガポールに次ぐ第2位にランクイン

• 低炭素社会
• 環境破壊を伴わない経済の安定成長
• 高所得化と格差の解消

グリーン産業に認定された企業数
Green Industry Certificate(Number of firms)

代替エネルギー消費量 (Ktoe)
Alternative Energy Consumption (Ktoe)

8,232 9,025 10,077 11,051 11,731 12,725 14,370 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

グリーンビジョンに向けて

持続可能性にけん引型経済

イノベーションけん引型経済

効率性けん引型経済

要因けん引型経済

グリーンな成長
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タイの循環プラスチック経済
Thailand’s Circular Plastic Economy

出所: Why Circular Economy, Supot Katetopragarn and PPP Plastic

プラスチック廃棄物管理 2018年-2030年の行程計画表

目的: 循環経済の下で2027年までに少なくともタイの海洋プラスチックゴミの50%を削減する
Objective: To reduce at least 50% of Thailand plastic marine debris by 2027 with Circular Economy

統合された
廃棄物収集用 ・分別用

インフラおよびシステム
の開発

廃棄物管理に
責任感を

持った消費者

リサイクル・ アップサイク

ルビジネスの開発により
プラスチック廃棄物に対する
市場の需要と付加価値の創造

責任感を持ったプラスチック
産業・ブランドオーナー
および小売業者等ソース元に

おけるプラスチック
廃棄物の管理

社会廃棄物管理モデル (ラヨーン県)

廃棄物の収集 廃棄物分別

きれいな
プラスチックゴミ

汚れた
プラスチックゴミ

プラスチック
リサイクルビジネス

ラヨーン県

廃棄物分別センター
および
埋立て式ゴミ処理場

• 地方自治体
• 現地地域社会

• 地方自治体
• 新たな地域社会モデル
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恩典／Incentives

サービス、公共事業

業種
恩典

グループ
法人所得税の免除期間 機械輸入税の免除

輸出用製品に使用される
原材料輸入税の免除

税制以外の
恩典

不要材の再利用 A2、A3 ８年間、
5年間(免税額に上限なし)

✓ ✓ ✓

廃棄物処理 A2 8 年間

✓ ✓ ✓

Source: Board of Investment
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恩典／Incentives

サービス、公共事業

業種
恩典

グループ
法人所得税の免除期間 機械輸入税の免除

輸出用製品に使用される
原材料輸入税の免除

税制以外の
恩典

電力または電力およびスチームの製造

ゴミあるいはゴミからの燃料による電力ま
たは電力およびスチームの製造

A1 8 年間
(免税額に上限なし)

✓ ✓ ✓

ゴミあるいはゴミからの燃料を除き、
太陽、風力、バイオマス、バイオガスなど
再生可能エネルギーによる電力または電力
およびスチームの製造

A2 8 年間

✓ ✓ ✓

Source: Board of Investment
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化学工業、紙およびプラスチック

業種
恩典
グループ

法人所得税の免除期間 機械輸入税の免除
輸出用製品に使用される
原材料輸入税の免除

税制以外の
恩典

環境にやさしい化学品またはポリマーまたは環境にやさしいポリマー製品の製造

環境にやさしい化学品またはポリマーの製
造、また同プロジェクトで環境にやさしいポ
リマーの製造工程を有する製品の製造

A2 8年間
✓ ✓ ✓

環境にやさしいポリマーからの製品の製造 A3 5年間
✓ ✓ ✓

Source: Board of Investment

恩典／Incentives



• 最新技術の機械に入れ替え、エネルギー使用量を所定の割合で削減すること

• 最新技術の機械に入れ替え、全体のエネルギー使用量に対し、所定の割合で代替
エネルギーを使用すること

• 環境負荷軽減のために機械を入れ替え、廃棄物や廃水、排気のいずれかを所定の基準に
従い削減すること事
業
内
容

生産効率向上のための投資奨励措置
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省エネ、代替エネルギー使用、環境負荷軽減の
ための投資奨励措置

恩
典

• 機械の輸入税を免除する。

• 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

• 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
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投資委員会による支援
サービス

BOI Support Services 投資マッチメイキングプログラム
Investment Matchmaking Program

3時間以内でビザ及びワークパーミットを取得
1-Stop for visas & work permits: work permits in 3 hours

下請け産業開発プログラム（ILDD 前BUILD）
Subcontracting Development Program by BUILD Unit

投資家に代わって関連政府機関と調整
Interaction with other govt. agencies on behalf of investors

カントリー・デスク
Country desks

海外事務所
Overseas offices

BOIによる多種多様な支援サービス 25
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ワンスタートワンストップ投資センター（OSOS）
One Start One Stop Investment Center (OSOS)

18th Floor, Chamchuri Square 

Building, 319 Phayathai

Road, Pathumwan

Bangkok 10330, Thailand

Tel: 66(0)2 209 1100

Fax: 66(0)2 209 1199
Email: osos@boi.go.th

数多くの投資関連機関から
スタッフを結集

タイでの会社設立等に関し
包括的な情報やアドバイス
を提供

3 時間以内にワンストップで
「スマートビザプログラム」

新規の投資企業のための
簡易かつ迅速な手続き

政府および民間機関との
連絡先情報を提供

各種申請手続きについて
投資企業を支援

より便利に、
More Convenience

より短時間で、
Less Time

より効率的に!
More Efficiency!



お問い合わせ先
For More Information

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

+81 6 6271 1395

+81 6 6271 1394

osaka@boi.go.th

555 Vibhavadi-Rangsit Road., 

Chatuchak, Bangkok 10900, 

Thailand

(+66) 2553 8111

(+66) 2553 8315

head@boi.go.th

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

BOI バンコク本部 BOI 東京事務所 BOI 大阪事務所

※BOI大阪事務所の管轄エリアは
関西、中国および四国


