中小機構CEO商談会活用マニュアル 【タイ国

基礎 編】

タイの貿易事情

まずは基本情報を押さえましょう！

タイの貿易事情
対日（億円）
１）貿易額

2017年は、日タイ修好130周年（1887年9月26日、日暹（にちせん）修好通商に関する宣言）
514,000 ㎢

面積

（日本の約1.4倍）

人口(2015年）

6,884万人

通貨(2017.8.2時点）

１US$/33.23バーツ
百円/30.13バーツ

気候

実質GDP成長率(2017年1～3月）

暑期：4月～5月
雨期：6月～10月
乾期：11月～3月
3.3%

GDP/人(2016年） 国家経済社会開発庁
6,033US$
消費者物価指数(2017年4月）
0.4%
外貨準備高(2017年6月）
1,794億US$
失業率(2017年4月 IMF ）
0.7%
盤谷日本人商工会議所会員数（2017.4月末） 1,747社
在留邦人数(2016年10月）
70,337人
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html#section4

タイとメコン経済圏をつなぐ経済回廊

世界経済の緩やかな回復を受けた輸出の拡 大から、タイの景気は緩やかに持ち直してい
くと見込まれている。

輸出
輸入
２）品目

（財務省貿易統計）

2015年
24,711
33,870

３）タイの貿易相手国（2015年）

対世界（US億＄）
（タイ国商務省統計）

2016年
21,896
27,744

2014年
2,275
2,277

2015年
2,143
2,026

対日

対世界(2015年）

（財務省貿易統計）

（タイ国商務省通関ベース）

自動車部品（11.9％）
天然ゴム，
コンピューター・同部品
自動車・同部品，
輸出
（8.2％）
コンピュータ・同部品等
宝石・宝飾品（5.1％）
機械・同部品,
原油（8.0％）
鉄・鉄鋼、
機械・同部品（8.0％）
輸入 自動車部品
電気機械・同部品
（6.5％）

輸出

中国411億ドル（6.7％増）

輸入 日本312億ドル（12％減）
米国139億ドル（4.9％減）

４）日本からの直接投資（2016年）
795.9億タイバーツ(全体の22％）
（タイ投資委員会，認可ベース）

http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/stat_05.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html#section1

政府が「中所得国の罠＊」の懸念を払拭させるために2036年までに高所得国入りを目標とする長期ビジョン。
＊中所得国の罠とは、経済発展により一人当たりGDPが中程度の水準（中所得）に達した後、発展パターンや
戦略を転換できず、成長率が低下、あるいは長期にわたって低迷すること＊
新しいBOI投資奨励制度

Thailand1.0

・農業

Thailand2.0

・軽工業
・安価な労働供給

Thailand3.0

・重工業
・輸出促進
・海外直接投資

Thailand4.0

・イノベーション
・生産性向上
・付加価値向上

①次世代自動車
②スマート・エレクトロニクス
③医療・健康ツーリズム、
④農業・バイオテクノロジー
⑤未来食品、
⑥ロボット産業
⑦航空・ロジスティック
⑧バイオ燃料とバイオ化学
⑨デジタル産業
⑩医療ハブ

南部経済回廊（バンコク～ホチミン）

タイと周辺国の人件費
（製造業一般工の年間実質負担額）
単位：US$

タイ
ベトナム（ホチミン）
カンボジア
ラオス
ミャンマー

6,337
4,505
2,642
2,380
2,062

出所：ジェトロセンサ2017年5月号

賃金 製造業

非製造業

基本給
（月額）

一般工
346
技術者
652
マネージャー
1,438
一般職
685
マネージャー
1,478
US$
35.939バーツ/US$
8.35～8.63/日 2017年1月1日より
基本給の2.83ヶ月

会社負担額
（年間）

電気

6,152
11,180
23,935
11,278 水道
23,684 料金

基本料金
使用料

一般用
産業用
一般用

US$

法定最低賃金
賞与支給額
2014年/10.180% 2015年/1.83%
名目賃金上昇率
130 US$/m2 （チェンブリ県工業団地 税別）
地価 工業団地 購入
工業団地 レンタル
年間76.8～83.52US$/m2（チェンブリ県工業団地税別）
税制 法人所得税
20%
個人所得税MAX
35% （0～35％の8段階累品課税）
付加価値税
7%
ロイヤルテイ送金課税
15%

産業用

料金

基本料金
使用料
基本料金
使用料
基本料金
使用料

ガス

近年の輸出の不調は、
主要農産品の国際価
格の下落に加え、原油
安に連動した化学製
品・ゴム製品などの 関
連製品の価格下落の
影響が大きい。一方、
輸入は原油価格の下
落や国内設備投資の
縮小が前期に続き影響
している。

出所：財務省、外務省、JETRO
http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y3.pdf

SMBC Asia Monthly 第101号（2017年8月）

東西経済回廊 東（バンコク～ダナン）

バンコクでの投資関連コスト

（タイ国商務省）
米国241億ドル（0.7％増）
中国237億ドル（5.4％減）
日本201億ドル（7.7％減）

8.68

US$/KWH/月

0.14～0.07 US$/KWH/月
1.06 US$/KWH/月
0.117～0.123US＄/KWH/月

2.50 US$/M3/月
０.26～0.44 US$/M3/月
1.25 US$/M3/月
０.24～0.40 US$/M3/月

産業用（LPG)

0.67 US$/ｋｇ
一般用（LPG)
0.56 US$/ｋｇ
レムチャバン港→横浜港 (対日輸出） 1,017 US$
コンテ
輸送費
ナー輸送 横浜港→レムチャバン (対日輸入） 1,050 US$
(40FT) レムチャバン港→LA港 (対米輸出） 2,923 US$
ガソリン価格 レギュラー Gasohol91
0.78 US$/L
軽油価格
H-Diesel
0.74 US$/L
料金

（出所）ジェトロセンサー 2017.5月号
（注）法律・政令の解釈・運用は日々変更があり、実際に進出を調査・検討される際は、必ず最新法律・政令の原典を確認ください。

対象産業にお
けるセクター 法人所得税の免除
に基づく奨励

< 8年間

4コアテクノロ
ジーにおける
法人所得税の免除 9年間-13年間
技術に基づく
奨励
法人所得税の免除
< 15年間
新技術・高付
加価値投資 特定分野の研究開
戦略的投資 発、技術革新、人
奨励
材育成に対する助 100億バーツ
成金

現地状況のチェックはバンコクの国際展示会で！
輸出でも現地拠点が有用です。営業、ショールーム、在庫機能、メンテ機能など現地パートナー
にどこまで求めて販路開拓するのかを研究しましょう。展示会はその格好の機会の場です。
Thailand LAB INTERNATIONAL2017

Assembly & Automation Technology 2018

2017年09月06日～2017年09月08日

2018年6月20日 ～2018年6月 23日

ラボ関連機器全般、分析機器、生命科学、バイ
オ関連機器、臨床研究、分子分析技術、情報・
伝達技術、医薬・医療科学、環境分析・測定機
http://www.thailandlab.c
器、汚染管理装置、産業用品質管理機器、産業
om/
用測定・試験機器、顕微鏡、測定器、ラボ什器、
インテリア、分析・実験装置、ラボ消耗品、使い
捨て用品、ラボ情報管理システム

METALEX2017

産業オートメーション、組立技術

http://www.assemblytec
hexpo.com/

Manufacturing Expo 2018
2018年6月20日 ～2018年6月 23日
http://www.manufacturingexpo.com/

2017年11月22日～2017年11月25日

InterMold Thailand 2018

http://www.metalex.co.t 金属部品・製品、製造・加工、電気/電子機器
h/
製造、航空宇宙・自動車、パーツ製造、等。
http://www.mtaMTA @ Intermach and Subcon Thailand
asia.com/files/MTA2018_Sal
2018年05月16日～2018年05月19日
esBrochure.pdf

スマート製造技術機器/ソリューション、プレシ
ジョンエンジニアリング、オートメーション、メタ
ルワーキング、試験/測定/ツール技術

Subcon Thailand

http://www.intermoldthailan
d.com/

2018年6月20日 ～2018年6月 23日
金型製造機械・技術

NEPCON Thailand 2018
2018年6月20日 ～2018年6月 23日
電子機器製造サービス、電子部品/携帯電話部

http://www.nepconthail 品、フラットパネルディスプレイモジュールおよ
びアプリケーション、自動車部品/金属部品、エ
and.com/index.html
ンジン制御システム。

金属部品（設計、機械加工サービス、熱処理用
鋳造、鍛造、スタンピング、焼結、

InterPlas Thailand 2018

IIntermachntermach
ハンドツール、プラント、機械機器、電力、再生
可能エネルギー、省エネルギー業界で、溶接
ツール、バルブとポンプ、レーザー切断機械、
物流、輸送ソリューション

自動車部品製造、金型＆ダイ、組立および自動
化技術、表面/コーティング。

2018年6月20日 ～2018年6月 23日
コンポーネント、部品、半製品、化学品/原料、

http://www.interplasthai コンポジット・高機能材料、産業用オートメー
ション、計測、制御・テスト、サービス、グリーン
land.com/
ゾーン。

出所：世界の見本市・展示会情報（J-messe） http://www.jetro.go.jp/j-messe.html
（注）：当商談会マニュアルは2017年8月現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

中小機構CEO商談会活用マニュアル 【タイ国 販路開拓 編】
タイの品目別輸出入・・・

輸出する、まずその前の確認事項は、
【輸入規制品目】

2015年の統計では輸出が2,144億ドル、輸入は2,027億ドルで、ともに前年より減少した。一方、盤谷会
議所（JCC）2017年上期「日系企業景気動向調査」では、2016年下期から2017年上期は改善し、下期も
継続改善の見通しである。
輸出（2015年）FOB

（なお契約関係の知識は、下記
お役にたつWEBサイト
【 貿易実務の知識】をご一読ください）

【タイの輸入関税と付加価値税】
HS番号第84類の機械類（新品、
中古を問わず）には、協定税率
ベースで0％から30％の関税が課
せられ、また原則7％の付加価値
税（VAT、課税基準はCIF価格+関
税）がかかる。

輸入（2015年）CIF

【ＩＴ製品の関税撤廃】へ
タイ工業省は、ＩＴ製品201品目の
関税引き下げおよび撤廃を2016
年7月1日より実施している。
201品目の主な内容は、
・ GPS受信機器
・液晶パネル用の偏光材料
製のシート
・半導体ウ エハー製造装置
・CTやMRIなどの医療機器、
等々
2015年12月に約 50カ国・地域が
合意した世界貿易機関（ＷＴＯ）

出所：タイ商務省

タイへ輸出する際、
INVOICE

カード決済

への関税撤廃を目指している。

国際宅配便で7日以
内でお届け

【WEB＋国際宅配便＋カード決済】
輸出
者

【タイの知的財産権】

の情報技術協定の品目拡大に基
づく措置で、2019年7月1日まで

小物・サンプルならここからスタートできます！

即日見積もり（Email)

HSコードとは、「輸出入統計品目番
号」、「関税番号」、「税番」のこと。
税関で輸入申告書に記載する関税
額は、関税率に基づいて計算され
ます。どの品目番号に該当するか、
が輸入通関の時点でよく問題になり
ますので、カタログや契約書、注文
書などを用意しておくことをお勧め
する。
【www.customs.go.jp/yokohama/t
oukei/boueki/data/2010-2.pdf】

その他輸入規制は下記ご参照ください。
出所：JETRO
http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/tr
ade_02.html#block2

http://

【タイのPL法】

【経済連携協定EPAの知識」

輸入
者

配送エリアやサービス条件、お客様のご意
向などにより、ご賢察ください。

国際宅配便【一例】

輸出条件
輸入者と同じ

http://www.post.japanpost.jp/int/ems/

http://www.dhl.co.jp/
具体的な商品
名･型式等

http://www.y-logi.com/

配送状況を確認できる追跡サービスや付保できる損害賠償制度
がありますので、ご確認ください。
EMSの場合：サイズ・重量制限は、長さ：1.5Mまで、長さ＋胴回り
銀行名・支店名・口座番号・住所な
ど
＝３ｍまで。 最大重量は３０ｋｇ迄です。
輸出者サイン
タイ国内全域の場合
決済代行【一例】
価格の目安：５ｋｇで6,300円、１０ｋｇで10,500円、30kg
で26,500円
日数の目安：3日
 http://www.paypal.jp
海外に現地法人を設立することなく、日本国内法人と
http://www.j-payment.co.jp/
決済代行業者との契約のみで外貨建てのクレジット
カード決済の導入ができます。一般に、決済できる金
http://www.cardservice.co.jp/ http://www.veritrans.co.jp/
額は1契約100万円迄です。
運賃、運送保険、梱包費

出所：経産省http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/pdf/common/pamphlet_japanese.pdf

お役に立つWEBサイト
【輸出申請が必要な貨物の申請方法】

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html

【知的財産権】

【貿易実務の知識】

http://www.smrj.go.jp/keiei
/kokusai/virtual/index.html

その他タイ版PL法に関する解説は下
記をご参照ください。出所：JETRO
https://www.jetro.go.jp/ext_images/
world/asia/th/business/pdf/law_001
.pdf

【中小企業海外PL保険制度】
http://www.jcci.or.jp
/hoken/plkaigai.html

【海外展開をサポートする
企業をお探しの方へ】

www.inpit.go.jp/katsu
yo/gippd/index.html

【通関業者をお探しの方へ】

【チャージバック】のリスク（クレジット決済における「代金の強制差し戻し」のこと）
よくある理由は①商品が買い手の予想したものと異なる、②商品が届かない、などのようです。回避策として、①チャージバック
の対応策に実績のある決済代行業者を選択、②保険付保、③商品を詳しく説明し写真も掲載、④支払いを実行した国と発送先
の国が異なる場合は要注意、➄買い手に最新情報を伝達（トラッキング番号や配送予定日）など、にご留意ください。
（注）法律・政令の解釈・運用は日々変更があり、実際に進出を調査・検討される際は、必ず最新法律・政令の原典を確認ください。

http://tsukangyo.or.jp/search/

https://swbs.smrj.go.jp/

（注）：当商談会マニュアルは2017年8月末現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

中小機構CEO商談会活用マニュアル 【タイ国 進出・投資編】

BOIの投資奨励恩典に申請できる事業活動

タイへの投資を考えるなら・・・先達から学ぶ
タイ進出状況

JETROが実施した「タイ日系企業の動向調査2014」によれば、日本企業または日本人の出資が
10％以上占めるタイ法人8,890 社のうち、【活動が確認された日系企業数は 4,567 社】でした。
出所：JETROバンコク事務所http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/fe4bde99ff9eb75e/20150044.pdf

進出済み企業が考える【中期的有望投資分野】
進出済み企業が考える【有望輸出国】
国 ベトナム インドネシア
業種
117（43%） 98（36%）
製造業
非製造業 50（52%） 29（30%）
167（45%） 127（35%）
全体
1
2
今回順位
1
2
前回順位
1
2
前々回順位

インド

ミャンマー 日本

4
4
4

5
5
6

単位：件数（複数回答）、（ ）内は回答企業数割合（％）
【JCC 2017年上期日系企業景気動向調査】
出所：盤谷会議所（JCC） 経済調査会【JCC 2015年上期日系企業景気動向調査】

投資対象区分
農業および農作物
鉱業、セラミックス、基礎金属
軽工業
金属製品、機械、運輸機器
電子・電気機械産業
化学、紙、プラスチック
サービスおよび公共施設

業種数

20
16
11
15
8
14
23

http://www.jcc.or.th/download/index

6
7
8

【販売志向】
①販売代理店、②駐在員事務所
③出資しての販売拠点
【生産志向】
① 委託生産、②駐在員事務所、
③出資しての生産拠点

営業活動
資本金
設立に要する期間

タイの会社の種類
（Registered Ordinary ｐartnership）

タイ国の投資事情

②有限パートナーシップ
（Limited Partnership）
③非公開株式会社

BOI（ （Board of Investment=タイ投資委員会）
外国からの投資を誘致するための機関です。
BOIへの投資申請から認可まで

（Company

（THB=タイバーツ）

2億THB～75千万THB
75千万THB超で輸出80％超

小委員会

75千万THB超で輸出80％未満

本委員会
(首相が議長)

Limited）

外国企業の殆どがこの形態

(1) 投資申請書の提出
提出先：東京BOI事務所OR本部投資促進部・地方事務所
申請人（連絡人）：タイの居住者
申請書式：製造品目のカタログ、会杜概要、工程表
（材料の入荷、検査から製品の検査、出荷）
(2)審査担当官によるインタビュー（約2時間）
(3)委員会の案件審査（投資額には土地代と運転資金を含まず）
BOI事務局の
内部委員会

http://www.boi.go.
th/index.php?page
=eligible_activitie

現地拠点設立には ①法人（外
国企業orタイ企業）、②駐在員
事務所、の方法があります。駐
在員事務所で様子を見て、実際
に売上が上がる時機に法人に
切り替えるのが一般的です。

タイへの進出の形態は？

①登記済み普通パートナーシップ

投資額2億THB以下

各業種ごとの詳細
は下記URLで・・・

カンボジア

90（33%） 56（21%） 52（19%） 31（11%）
29（30%） 35（36%） 16（16%） 19（20%）
119（32%） 91（25%） 68（18%） 50（14%）
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7

各業種ごとに付与される恩恵と
そのための条件が定められています。

④公開株式会社
（Public Company Limited）

駐在員事務所
不可
不要
数ヶ月以内

外国人事業法の緩和（2017年6月）
外国法人の駐在員事務所が外国
人事業法の対象から外れ、外国人
事業ライセンス（FBL：Foreign
Business License）が不要となった。
その代わりに会計法上の会計書類
を作成し、決算後5カ月以内にDBD
へ提出すことや200万バーツの資
本金相当の送金を求めている。

１）特別の理由により外国人が従事
できない事業･･･９業種
２）国家の安全、文化的な影響、伝
統、民芸品、自然環境に関する産
業のため従事できない事業･･･１３
業種（閣議承認を得て、商務大臣
の許可が必要）
３）外国人に対してタイ人が充分な
競争力を有していない産業のた
め従事できない業種･･･２１業種
以下の場合も合弁が得策です。
（外国人事業委員会承認後、商業
省商業登記局長の許可が必要）
なお、外国資本額が総資本の50％
以上の場合は、外国企業とみなされ
る。このため、【タイ51％、日本
49％】の合弁企業はタイ企業となり、
外国人事業法の制限を受けません。
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/coun

try/thailand/invest/guide/appendix08.html/

合併契約交渉に当たってのポイントは？
項目
a 出資
b 役割分担・責任範囲
c 取締役会
d 株式
e 契約条件
f 紛争解決

内容
出資額、割合、方法（現金、現物）
設立手続き、事業運営
取締役会議の頻度、運営方法
譲渡制限、新株引受
契約継続期間、契約破棄条件、準拠法
仲裁条項、仲裁場所、仲裁機関

(4)認可通知とそれに対する回答
通知を受け取ってから1ヶ月以内に通知書の内容に同意する
か、しない旨の回答を行う必要がある(様式あり、期限延長可)。

工業団地

地域別工業団地、連絡先などは
右の資料がお役に立ちます。入居日系企業もわ
かります！

(5)奨励証書の発給申請と奨励証書の発給
・現地法人の責任者名義で申請（申請引受け回答日より180日以内）
・操業開始期限までに資本金各株式を全額払込むこと

出所：JETRO
www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/0d7eb84de003eca6/
20160059.pdf

出所：BOI http://www.boi.go.th/index.php?page=procedures

＜タイの東部経済回廊（EEC）の投資促進に向けた恩典＞

「東部経済回廊 （EEC）」

投資委員会（BOI）は、EEC地域をさらに発展させることを目的
に、（1）高度技術を使用する特定産業、（2）インフラ整備やロ
ジスティクス整備事業、（3）観光地開発事業、（4）研究開発
事業と技術分野をサポートするサービス業、への投資を重点
的に誘致する。対象企業に付与される恩典は以下のとおり。
①既に法人所得税（法人税を3～8年間免除の企業に対する
恩典として、EEC地区に立地している場合は、さらに5年間の
法人税50％を減税
②EECの特別促進地区で実施する戦略的プロジェクトの場
合、最長15年の法人税免除と、補助金を付与
③障壁となる規制緩和、地域内の利便性向上のためのワン
ストップサービスも提供する。
④EEC内に本社と施設を有する対象業種の企業の経営者、
投資家、専門家の個人所得税を17％に軽減する可能性

法人（株式会社）
可能
必要
数ヶ月～1年

【外国人事業法による規制】

OSOS：タイへの投資に興味があるまたは検討・計画中の企業・
投資家が、10省庁21団体の投資関連相談・情報収集を行うワン
ストップ窓口です。21団体には、工業省管轄下のタイ投資委員
会(BOI)やタイ工業団地公社(I-EA-T)も含まれています。

（注）法律・政令の解釈・運用は変わります。実際に進出を調査・検討される際は、投資委員会布告のような最新法律・政令の原典を確認してください。

「中所得国のワナ」か
らの脱却をめざすタイ
政府の新産業政策

【製造技術許諾及び技術援助契約】

＋

：製造技術許諾の範囲など
【機器供給契約】：供給範囲、価格及び納期など
【工場設計契約】：設計範囲及び規格など
【人員派遣契約）】：派遣者の取扱及び供給など
【原料供給契約】 ：供給範囲及び価格など

【工業団地のチェックポイント】
①電力供給は安定しているか
②工業用水は十分か、水質は大丈夫か
③ガスの供給力は十分か
④電話回線、ネット通信は大丈夫か
⑤排水処理能力はどうか
⑥周辺の隣接施設（銀行、日本食など）
は充実しているか
⑦地域によって洪水対策は大丈夫か

（注）：当商談会マニュアルは2017年8月末現在のものです。 情報の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なってください。参考
文献や検索結果の利用に関連して万一損害やトラブルが生じたとしても中小機構は責任を負いません。また、複製・転載を禁じます。

