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！
タイの自動車産業をはじめとするサプライチェーンは充実しています。一方人件費高騰対策として日系企業
の間では、国境沿いのラオス・カンボジアに労働集約的な工程を移す【タイプラスワン】の動きも見られます。
面積

514,000

㎢

（日本の約1.4倍）

人口(2014年）
通貨(2014.6.11時点）

6,717.7万人
１US$/35.379バーツ
百円/28.42 バーツ

気候

暑 期：4月～5月
雨期：6月～10月
乾期：11月～3月
実質GDP成長率(2014年）
0.90%
GDP/人(2014年） 国家経済社会開発庁
6,041US$
消費者物価指数(2014年）
1.9%
外貨準備高(2015年1月）
1,554億US$
失業率(2014年）
0.8%
盤谷日本人商工会議所会員数（2015.4月末） 1,618社
在留邦人数(2014年10月）
64,285人

タイとメコン経済圏をつなぐ経済回廊

対日（億円）
（財務省貿易統計）

１）貿易額
輸出
輸入

2013年
21,503
35,072

２）品目

対世界（US億＄）
（タイ国商務省統計）

2014年
22,995
33,198

2013年
2,285
2,507

３）タイの貿易相手国（2014年）

2014年
2,248
2,002

対日

対世界

（財務省貿易統計）

（タイ国商務省通関ベース）

自動車部品（10.7％）
天然ゴム，
コンピューター・同部品
自動車・同部品，
輸出
（7.89％）
コンピュータ・同部品等
精製燃料（5.6％）
機械・同部品,
原油（15.5％）
鉄・鉄鋼、
機械・同部品（9.3％）
宝石・地金銀（7.1％）
輸入 自動車部品
電気機械・同部品
（6.1％）

輸出

（タイ国商務省）
中国（11.0％）
米国（10.5％）
日本（ 9.6％）
中国（16.9％）

輸入 日本（15.6％）
米国（ 6.4％）

４）日本からの直接投資（2014年）
1818.3億タイバーツ
（タイ投資委員会，認可ベース）

ポイント
☆世界経済の減速、農
産品価格の低迷、原油
価格の低下等が要因で
輸出は低迷している。
☆2013年に輸出＋輸
入の最大貿易国が日
本から中国になり、
2014年には輸入金額
でも中国が日本を上
回った。

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

新投資促進政策（2015年1月より）
（立地ゾーン

出所：タイ投資委員会事務局資料

から 業種へ）

電子設計、組み込みソフト ・8 年間の法人税免税、上限なし

業
種
に
基
づ
く

出所：外務省、JCC等
東西経済回廊 東（バンコク～ダナン）

恩
典

＋

A1 ウエア、ゴミ活用電力・蒸気 ・ 機械（新品）や原材料等の輸入関税免除

A2

A3

A4

追加恩典

B1

・競争力向上に資する場合
・地方分散への寄与する場合
・工業用地開発に貢献する場合

B2

製造等
天然有効成分製造、特殊
繊維製造、高度技術乗物
部品製造等
バイオ・有機肥料、最新技
術仕様食品製造・保存、乗
物用エンジン製造等
農業副産物からの製品製
造、リサイクル繊維製造、
熱処理、機械組み立て等
スポーツ用品製造、工業用
プラスチック製品製造等
貿易ならびに投資支援事
務所

・ その他非税的恩典
・8 年間の法人税免税、上限なし
・ 機械（新品）や原材料等の輸入関税免除
・ その他非税的恩典
・5 年間の法人税免税
・ 機械（新品）や原材料等の輸入関税免除
・ その他非税的恩典
・ 3 年間の法人税免税
・ 機械（新品）や原材料等の輸入関税免除
・ その他非税的恩典
・ 機械（新品）や原材料等の輸入関税免除
・ その他非税的恩典
・原材料等の輸入関税免除
・ その他非税的恩典

ビジネスには現地拠点が求められる！
現地状況のチェックはバンコクの国際展示会で！

南部経済回廊（バンコク～ホチミン）

バンコクでの投資関連コスト
(１US$/33.019バーツ)

賃金 製造業

非製造業

月額基本給 年間実負担額
（単位：US$）

一般工
中堅技術者

369
681

マネージャー

1,487

一般職
マネージャー

663
1,557

電気
（単位：US$）
料金
7,120
12,444
25,143
11,049 水道
26,109 料金

年間実負担額に
法定最低賃金 9.09 US$/日
は、基本給、諸手
賞与： 基本給与の3.11ヶ月分
当、社会保障、
社会保険負担率（雇用者負担）：5％
残業代、賞与な
どを含む
チョンブリ県工業団地
地価 購買
132 US$/㎡ （一般工業区）
レンタル（年） 6.36～6.97US$/㎡ （管理費込）
税制 法人所得税
20% （表面税率）
個人所得税
0～35% （8段階累進課税）
付加価値税
7% （標準税率）
日本へのロイヤルテイ送金課税:15% （最高税率）

産業用
一般用
産業用
一般用

基本料金
9.45 US$/KWH/月
使用料
0.14～0.07 US$/KWH/月
基本料金
1.15 US$/KWH/月
使用料
0.08～0.12 US＄/KWH/月
基本料金
2.73 US$/M3/月
使用料
０.29～0.48 US$/M3/月
基本料金
1.36 US$/M3/月
使用料
０.26～0.42 US$/M3/月

産業用（LPG)
0.73 US$/ｋｇ
一般用（LPG)
0.55 US$/ｋｇ
コンテナー輸送 (40FT) (対日輸出） 1,210 US$
レムチャバン港⇔横浜港 (対日輸入） 1,250 US$
ガソリン価格 レギュラー（Gasohol91）
0.80 US$/L
軽油価格
H-Diesel
0.79 US$/L
ガス
料金
輸送費

（出所）ジェトロセンサー 2015.5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。

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
のかを事前
に研究しま
しょう。展示
会はその格
好の機会の
場です。

METALEX 2015
2015年11月18日～2015年11月21日
金属部品·製品製造、製造および加工、電気/電子機器製造、航空宇宙、自動車、部品製造、その他。

Thailand Auto Parts & Accessories 2016
2016年04月07日～2016年04月10日
自動車部品およびコンポーネント（OEM/ REM）、オートアクセサリー、石油/潤滑剤/メンテナンス製品、
ツール/ダイ＆機械、自動車、修理、メンテナンス＆サービス、IT＆マネジメント。

Manufacturing Expo 2016
2016年06月22日～2016年06月25日
自動車部品製造、金型、組立/オートメーション技術、表面/コーティング。

Automotive Manufacturing 2016
2016年06月22日～2016年06月25日
自動車部品製造用機械および技術。

InterMold Thailand 2016
2016年06月22日～2016年06月25日
金型製造機械·技術。

NEPCON Thailand 2016
2016年06月22日～2016年06月25日
表面実装技術機器/サービス、電子機器製造サービス、電子部品/携帯電話部品、フラットパネルディス
プレイモジュール／アプリケーション、自動車部品/金属部品、エンジン制御システム、他。

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2015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 販路開拓 編】
タイの品目別輸出入・・・ 前年度対比で輸出額△1.9％、輸入額△13.1％

輸出する、まずその前の確認事項は、
【輸入規制品目】

（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】

輸出（2014年）

輸入（2014年）

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
します。
【www.customs.go.jp/yokohama/t
oukei/boueki/data/2010-2.pdf】

【経済連携協定EPAの知識」
出所：経産省
http://www.meti.go.jp/
policy/trade_policy/epa
/pdf/common/pamphle
t_japanese.pdf

【タイのPL法】

出所：タイ商務省

タイへ輸出する際、
INVOICE

小物・サンプルならここからスタートできます！
カード決済

即日見積もり（Email)

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

具体的な商品
名･型式等

決済代行【一例】
http://www.paypal.jp

製造者などが悪質であった場合、
裁判所は実際の損害額の2倍まで
の損害賠償を命ずることができる

http://

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
＝３ｍまで。 最大重量は３０ｋｇ迄です。
インドネシア国内全域の場合
価格の目安：５ｋｇで6,000円、１０ｋｇで10,200円、30kgで26,200円
日数の目安：3日

http://www.j-payment.co.jp/

http://www.cardservice.co.jp/ http://www.veritrans.co.jp/

出所：JETRO

海外に現地法人を設立することなく、日本国内法人と
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
額は1契約100万円迄です。

【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。

【商標】出願日から10年間の保護。
【特許】
特許は出願日から20年間。審査請求
期限は出願公開日から5年。同じく小
特許（実用新案）は6年間（2年おきに2
回まで更新可）。小特許の審査請求制
度はなし。工業意匠は10年間。
出所：近畿経済産業局「展示会の落とし穴」

www.jetro.go.jp/world/asia/th/qa/01/04A-A21269

商談会に臨む心構えは、

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。

銀行名・支店名・口座番号・住所な
ど
輸出者サイン

【損害賠償の範囲】

出所：JETRO
http://www.jetro.go.jp/world/asi
a/th/trade_02.html#block2

輸入
者

運賃、運送保険、梱包費

製造者、製造発注者、輸入者が連
帯して責任を負う

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】

【責任者の範囲】

☆参加企業一覧で商談相手を確認し
①チームの役割分担
②分野別、用途別のニーズの確認
③相手企業の研究（HPで検索）
④販売促進ツール
（英文の型録・配付資料・名刺、DVD）
⑤プレゼン方法の検討
を整理しておきましょう。☆

お役に立つWEBサイト
【輸出申請が必要な貨物一覧＆申請の方法】

そして、当日のヒアリング＆チェック項目は、
①分野別、用途別のニーズの確認
②Distributor （販売店）の場合
ⅰ）輸入＆販売ライセンスはあるか
ⅱ）倉庫はあるか
ⅲ）トレンド､顧客の声を把握しているか
ⅳ）メンテナンス体制を協調できるか
ⅴ）共同販促、共同出展、の意欲はあるか
そして、クロージングは次のステップを再確認。
サンクスメールにつける写真撮影も忘れずに！

【貿易実務の知識】

http://www.meti.go.jp/policy/external_eco
nomy/trade_control/boekikanri/index.html

【知的財産権】
www.inpit.go.jp/katsuyo
/gippd/index.html

【中小企業海外PL保険制度】

http://www.jcci.or.jp
/hoken/plkaigai.html
http://www.smrj.go.jp/keiei
/kokusai/virtual/index.html

【通関業者をお探しの方へ】
http://tsuk
angyo.or.jp/
search/

（注）：当商談会マニュアルは2015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
進出済み企業が考える【中期的有望投資分野】

タイ国へ進出状況
2008年の「タイ進出日系企業動向調査（中小
機構）」によれば2,640社であった。これを踏ま
えて2014年にJETROが「タイ日系企業進出動
向調査2014」を実施した。その結果、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、【活動の確認された日
系企業数は 4,567 社】でした。
最近の進出状況の推移は、
サービス業進出数が製造業を上回る
中小企業の進出数が大企業を上回る
という傾向が窺われました。業種別に構成比
をみると、製造業 47％、サービス業：49.5％。
「サービス業」の内訳では、
☆卸小売、小売業：1,082 社、
☆専門サービス業：」196 社
出所：JETROバンコク事務所
http://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/
fe4bde99ff9eb75e/20150044.pdf

2014年10月15日付布告にて投資奨
励対象業種の見直しがあった。（投資
委員会布告第2/2557）。具体的には
右記の7つの区分があり、2015年3月
15日時点で107業種。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。
タイへの進出の形態は？
【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

タイ国の投資事情
外国からの投資を誘致するための機関で
す。BOI は産業高度化に役立つ事業を奨励
しており、産業投資奨励の政策策定の他、
奨励対象事業にかかわる法人所得税等の
免除、減税などの恩典を定めています。な
お、BOIは2015年1月以降の投資申請に対
して新投資奨励政策を適用しています。

http://www.boi.go.th/（日本語変換あり）

BOIへの投資奨励申請から認可まで

（Registered Ordinary ｐartnership）

タイ居住者を連絡人として記載(BOIの連絡は全て連絡人へ）

２）審査担当官によるインタビュー（約2時間）
３）委員会による案件審査
投資額（土地代と運転資金を除く）
① 80百万バーツ以下

出所：
下記より作成
http://www.boi
.go.th/index.ph
p?page=proced
ures

委員会

開催

BOI事務局の
内部委員会

毎週

750百万バーツ以下
② 80百万バーツ以上
小委員会
（750百万バーツ超で輸出80％以上）
③ 750百万バーツ超で輸出80％以下

本委員会
（首相が議長）

認可期間
60営業日
以内

毎週

60営業日
以内

毎月１回

90営業日
以内

４）認可通知とそれに対する回答
タイ語でBOIの政策による特典と条件が記載。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）。

５）奨励証書の発給申請と奨励証書の発給（10営業日以内）
・引き受け回答日より180日以内に申請要
・現地法人の責任者名義で申請（BOI手続きと平行して、現法設立手配がベター）
・資本金の払込みは会社法により各株式の額面の4分の1以上で足りるが、BOI
認可企業の場合、操業開始までに各株式を全額払込むことが要求される。

新投資奨励政策の留意点
奨励事業
での使用

投入する機械の使用歴によって
恩典がが変わります！
法人税減免の上限への参 機械輸入関
入（恩典ある場合）
税の免除

新しい機械

可能

参入

免除

ー

可能

参入

なし

機械の能力証明書（機
械リストを申請書と同
時に提出）

不算入（プレス機は参入） なし

可能

参入

免除

可能

参入

免除

可能

参入

なし

可能
可能

算入（帳簿価格の５０％）
不参入

なし
なし

④公開株式会社
（Public Company Limited）

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

適切である場合のみ
ー
機械の能力証明書（機
械リストを申請書と同
時に提出）

（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。

駐在員事務所
不可
不要
数ヶ月以内

法人（株式会社）
可能
必要
数ヶ月～1年

パートナーが有用なケース

①販路確保（現状の販路を利用し
た販売・営業活動）
②事業運営ノウハウ獲得（販売、
生産、労務管理等地域性に即し
た運営）、
③製造ノウハウ獲得（安い労働力
を使った製造システムの適用等）

地域別工業団地、連絡先などは次
の資料がお役に立ちます。入居日
系企業もわかります！
出所：JETRO
www.jetro.go.jp/jfile/report/07000600/report.pdf

タイプラスワンを目指す工業団地
http://www.savanpark.com/

東西経済回廊のうち、２００６年に完
成したタイとラオスの間のメコン川を
渡る第二メコン友好橋に近接。日系
カメラ・自動車部品工場などが進出。
労働費用は他の近隣諸国に比べて
相対的に安価であり、先進国である
アメリカやヨーロッパへ輸出するのに、
特別な優遇クォータを活用できる。

20
16
11
15
8
14
23

なお業種の
詳細は、
http://www.b
oi.go.th/index.
php?page=elig
ible_activitie

で確認でき
ます。

【外国人事業法による規制】
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）
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

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

工業団地

業種数

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。

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

合併契約交渉に当たってのポイントは？

【サバン・ジャパン経済特別区】
条件

一般の 5年以下の中古機械
新規・ 5年超、10年以下の
拡張投 中古機械
資
海運事業、航空事業
および金型
新しい機械
海外生
5年以下の中古機械
産拠点
からの 5年超、10年以下の
中古機械
移転
10年超の中古機械

可能

（Company Limited）
外国企業の殆どがこの形態

１）投資奨励申請書の提出

機械の使用レベル

①登記済み普通パートナーシップ
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）とは

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

営業活動
資本金
設立に要する期間

タイの会社の種類
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】
http://www.jcc.or.th/download/index

1
2
3
4
5
6
7

【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

～タイの生産拠点を補完するサテライト工場として～
【パクセ・ジャパン
中小企業専用経済特区】

【サンコーポイペト経済特別区】
http://www.sancosez.com/

南部経済回廊のうち、タイ国境と近接
するカンボジアのポイペト市はバンコ
クから約230km（約4時間）レムチャバ
ン港へは約250km。日系大手商社の
テクノパークも建設中。1千㎡単位で
の工場レンタル、従業員給食サービ
ス、総務/経理/財務/人事等アドミニ
ストレーション業務を提供予定。

（注）：当商談会マニュアルは2015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。

