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BOI新投資奨励策の概要

競争力の強化、「中進国の罠」

（Middle Income Trap）の克服、

ならびに“足るを知る経済”の原理に則った

持続的成長の実現を目論んだ、

タイ国内外に対する価値ある投資の奨励

7ヵ年投資戦略のビジョン
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1. 国家としての競争力向上に寄与する投資に対する奨励

研究・開発、発明、農業・工業・サービス分野における付加価値創造の促進、中小企
業の奨励、公正競争の推進、経済的・社会的格差の是正

2. 環境にやさしい事業に対する奨励

安定的・持続的成長に寄与する省エネルギーまたは代替エネルギーの使用

3. 産業クラスター形成に対する奨励

地方資源との適合、ならびにバリューチェーンの強化

4. 南部国境地帯への投資奨励

南部地方の安定に繋がる地方経済開発

5. 特別経済開発区における投資奨励

近隣諸国との経済的関連の創出、ならびにASEAN経済共同体（AEC）創設準備を
目的とした投資で、特に工業団地の内外を問わず国境地域で行われるものの促進

6. タイ人による海外投資に対する奨励

タイ企業の競争力向上、ならびに世界におけるタイ国の役割の増進のために行われ
る投資の促進

BOI新投資奨励策の概要

新投資奨励の方針



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

3

ゾーン 法人税の減免 機械・設備の
輸入税の減免

輸出製品用の原材料の
輸入税の免税

工業団地外 工業団地内 工業団地外 工業団地内 工業団地外 工業団地内

第一ゾーン
6県 減免なし 3年間の免税

輸入関税が10％以上のも
のについて50％減免

1年間（延長可）

第二ゾーン
11県 3年間の免税

5年間の免税
（一定の条件を満たせば7年
間の免税）

輸入関税が10％以上のも
のについて50％減免

1年間（延長可）

第三ゾーン
(1) 36県

①8年間の免税

②インフラの設置費・建設費
の25％を10年間、所得控
除

①8年間の免税
②上記①終了後、5年間の

50％減税
③輸送費・水道光熱費を10

年間、二重に所得控除

免税 5年間（延長可）

第三ゾーン
(2) 22県

①8年間の免税
②上記①終了後、5年間の50％減税
③輸送費・水道光熱費を10年間、二重に所得控除
④インフラの設置費・建設費の25％を10年間、所得控除

免税 5年間（延長可）

第一ゾーン バンコク首都圏6県 バンコク都、サムットブラカーン、サムットサーコーン、 パトムタニ、ノンタブリ、ナコンパトム

第二ゾーン 首都圏周辺11県お
よびプーケット

サムットソンクラーム、ラッチャブリ、カンチャナブリ、スパンブリ、アントーン、アユタヤ、サラブリ、ナコンナーヨック、
チャチンサオ、チョンブリ、ラヨーン、プーケット

第三ゾーン(1) 右の36県 クラビー、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、タラン、タラート、
ターク、ナンコンラーチャシマー、ナコンシータマラート、ナコンサワン、プラチュアプキリカン、プラチンブリ、パンガー、
パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブリ、ペチャブーン、ムクダハン、メーホンソン、ラノーン、ロップブリ、ラム
パーン、ラムプーン、ローイ、ソンクラー、サケーオ、シンブリ、スコタイ、スラタニ、ウタラディット、ウタイタニ

第三ゾーン(2) 右の22県 ガラシン、チャイヤプーム、ナコンパノム、ナラティワート、ナーン、ブリラム、パタニ、パヤオ、プレー、マハーサラカム、
ヤソトン、ヤラー、ローイエット、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、スリン、ノンカイ、ノーングブアラムプー、アム
ナートジャラーン、ウボンラッチャタニー、ウドンタニー

BOI新投資奨励策の概要

これまでのゾーン制による恩典



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

4

A1

A2

A3

A4

B1

B2

業種別恩典

(Activity-based Incentives)

業種の重要度に基づいて恩典を設定

メリットに基づく追加恩典

(Merit-based Incentives) 

1. 競争力向上のための追加恩典

2. 地方分散のための追加恩典

3. 工業地帯開発のための追加恩典

国家または産業界全体の利益となる事業に対
する投資を奨励するための追加恩典を付与

BOI新投資奨励策の概要

新投資奨励による恩典 1/2
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BOI新投資奨励策の概要

業種別恩典（Activity-based Incentive）
分類 法人税免税 その他恩典

A1 8年（免税額の上限なし）
・機械の輸入税の免税（B2を除く）
・輸出用製品に使用する輸入原材料の輸入税の免税
・土地所有許可
・ビザ・ワークパミットの優遇
・外貨による海外送金許可

A2 8年（免税額は投資額を限度）

A3 5年（免税額は投資額を限度）

A4 3年（免税額は投資額を限度）

B1
なし

B2

メリットに基づく追加恩典（Merit-based Incentive）

分類
競争力の向上 地方への分散投資 産業地区の開発

一定額以上の研究開発や技術研修
等の投資を行った場合

所得が低い20県に
立地する場合

工業団地又は奨励工業区に
立地する場合

A1 N/A
5年間の法人税の
50%減免を追加

運送費及び水道光
熱費の10年間の

二重の所得控除、
インフラ投資額の
25%の追加所得控
除(*)

N/AA2 その支出額分、法人税の免税上限額
が増加

A3
収入に対する研究開発や技術研修
等の支出割合又は支出額に応じて、
1～3年間の法人税の免税を追加(*)

3年間の法人税の免
税を追加(*)

1年間の法人税の免税を追加A4
B1

N/A
B2

新投資奨励による恩典 2/2

(*) Activity-based IncentiveでグループBに分類される場合でも、条件を満たせば、法人税の免税等が与えられる。この場合、
投資奨励を申請する際に、Merit-based Incentiveの投資恩典を申請する必要がある。



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

6

グループ 業種例

A1

（22業種）

A2

（49業種）

知識集約産業、研究開発等
 ゴミ或いはゴミからの燃料(Refuse Derived Fuel)による電力又は電

力及びスチームの製造 (7.1.1.1)
 創造的製品デザインと開発センター (3.9)
 電子設計 (5.6)
 研究開発 (7.11)

インフラ開発、先進技術産業
 天然材料からの活性成分(Active Ingredient)の製造 (1.12)
 特殊繊維の製造 (3.1.1.1)
 高度技術を使用する乗り物部品の製造 (4.8.1)
 Organics & Printed Electronics(OPE)製品の製造 (5.3.1)
 薬品の有効成分の製造 (6.9)
 鉄道運送 (7.3.1)

BOI新投資奨励策の概要

業種別恩典 グループAの例 1/2
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グループ 業種例

A3

（69業種）

A4

（48業種）

高度技術産業

 バイオ肥料、有機肥料、ナノ化学肥料、土壌改良剤、バイオ除草剤
の製造 (1.1)

 最新技術を使用した食品、飲料、食品添加物、又は食品調合物の製
造又は保存 (1.17)

 乗り物用エンジンの製造 (4.7)
 環境保護のために行う工業団地、工業区(7.9.1.5)

サプライチェーン強化に資する産業
 農業の副産物或いは残り屑からの製品製造 (1.15)
 リサイクル繊維の製造 (3.1.1.2)
 熱処理 (4.3)
 機械又は器具の組立 (4.5.3)
 衛生紙からの製品製造 (6.13.1)

BOI新投資奨励策の概要

業種別恩典 グループAの例 2/2



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

8

1. 競争力向上のためのメリット
一定の投資・経費の支出に応じて追加恩典を付与

BOI新投資奨励策の概要

投資/経費の支出内容 追加免税上限

1. 自社で、国内で委託して、あるいは海外の機関と共同で行う研究開発 200%

2. BOIが認める技術・人材開発基金、教育機関、専門技術教育センター、国内の研究
機関、政府の科学技術機関に対する支援

100%

3. タイ国内で開発された技術に対する知的財産の購入費またはライセンス料 100%

4. 高度技術に関する教育 100%

5. タイ人が51%以上の株式を保有するローカルサプライヤーに対する高度技術に関
する教育、ならびに技術支援

100%

6. 自社で、あるいは国内で委託して行う、BOIが認める製品および梱包材の設計 100%

操業当初3年間の実績 法人税の追加
免税期間

上記経費が2億バーツ以上、もしくは売上総額に対する上記経費の割合が1%以上 1年
上記経費が4億バーツ以上、もしくは売上総額に対する上記経費の割合が2%以上 2年
上記経費が6億バーツ以上、もしくは売上総額に対する上記経費の割合が3%以上 3年

上記の一定の投資・経費の金額に応じて追加恩典を付与

メリットに基づく追加恩典 1/3



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

9

2. 地方分散のためのメリット

1人あたり所得が最も低い20県における事業所設置

 法人税の免税期間を3年追加
（すでに8年間の法人税免除恩典が与えられて
いるA1およびA2の事業については、追加的に5
年間、法人税を50%減免）

 10年間にわたり、法人税の計算上、輸送費、電
気代、水道代の2倍を控除

 法人税の計算上、インフラの設置または建設に
関する費用の25%を控除

 ガーラシン県、チャイヤプーム県、ナコンパノ
ム県、ナーン県、ブンガーン県、ブリーラム
県、プレー県、マハーサーラカーム県、ムクダ
ハーン県、メーホンソーン県、ヤソートン県、
ローイエット県、シーサゲート県、サコンナ
コーン県、サゲーオ県、スコータイ県、スリン
県、ノーンブアラムプー県、ウボンラーチャ
ターニー県、アムナートジョルーン県

［別途、特別規定が設けられている南部国境地帯お
よび特別経済開発区は含まない］

BOI新投資奨励策の概要

メリットに基づく追加恩典 2/3



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

10

3. 工業団地開発投資に対するメリット

工業団地または投資奨励対象工業地帯に事業所を設置する場合、
法人税の免税期間を1年間追加

BOI新投資奨励策の概要

メリットに基づく追加恩典 3/3
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奨励基準 旧制度 新制度

国籍要件なし / 奨励対象は法人のみ ○ ○

所定の奨励対象業種のみ奨励 ○ ○

負債額は登録資本金の3倍まで ○ ○

近代的生産方法または新しい機械を使用 ○ ○

中古機械の使用 ○ 5年超のものは原則不可

最低投資額100万バーツ以上（土地代と運転資金除く） ○
ナレッジベースサービスは
専門職従業員の給与が年間

150万バーツ以上

20％以上の付加価値 ○
農業、電子製品・電子部品
の製造業、コイルセンター

は10%以上

投資額1千万バーツ以上の事業におけるISO取得義務
（取得できなければ法人税の免税期間が1年短縮）

○ ○

フィージビリティ・スタディの提出
投資額7億5千万バーツ以上

（投資額8千万バーツ以上は簡
易版の提出が要求される）

投資額7億5千万バーツ以上

環境アセスメント ○ ○

BOI新投資奨励策の概要

旧制度と新制度のプロジェクト認可基準の比較
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国外から輸入した中古機械の使用許可に関する基準

機械の種類
奨励事業
における
使用可否

法人税の免税
上限額の計算
に用いる投資
額の算入可否

輸入税の
免除

1 新品 ○ ○ ○

中古機械

2 製造から輸入までの期間が5年以下の中古機械 ○ ○ ✕

3 製造から輸入までの期間が5年超10年以下の中
古プレス機械

○ ○ ✕

4 海上運輸業、航空運輸業、金型産業で使用する
中古機械

○ ○ ○

注記 2と3については機械の品質、環境への影響、エネルギーの使用に関して信用できる
機関が発行する保証書ならびに適正価格評価を必要とする

BOI新投資奨励策の概要

プロジェクト許可基準（中古機械）

5 上記以外の5年超の中古資産 ✕ ✕ ✕

（BOIが妥当と判断する限りにおいて許可）
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・ 少なくとも100万バーツを投資（土地代と運転資金を除く）
・ 南部国境地帯の場合は、50万バーツ以上を投資（土地代と運転資金を除く）

電子設計、ソフトウェア事業、研究開発などのナレッジベースサービスについては、
所定の専門職に従事する従業員の年間所得が150万バーツ以上

・ 収益の20%以上の付加価値（農業、電子製品および電子部品の製造業、コイルセン
ターについては10%以上）

・ 投資額が1千万バーツ以上（土地代と運転資金を除く）の場合は、ISO9000、
ISO14000、あるいはそれらと同等の国際規格の認証を事業開始日から2年以内に取得
（この条件を満たすことができない場合、法人税の免税期間が1年短縮）

・ 投資額が7億5千万バーツを超えるもの（土地代と運転資金を除く）については、可能
性調査報告書（Feasibility Study Report）を提出

BOI新投資奨励策の概要

プロジェクト許可基準（その他）

最低投資額等に関する基準
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 南部国境地帯の産業開発のための投資奨励

 特別経済開発区への投資奨励

BOI新投資奨励策の概要

その他の投資奨励政策
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パッタニー県、ヤラー県、ナラーティワート県、サ
トゥーン県の4県（南部国境地帯4県）にソンクラー県

を加えたタイ深南部と呼ばれるこの地方は、元々パタ
ニ王国というイスラム教国家であったが、19世紀後半

にタイに併合された。しかし現在もなおパタニ王国の
復興を目的とした独立運動が激しく、イスラム武装組
織によるテロが相次いでいる。

【工業団地】
パッタニー県： Halal Food Industrial Estate（造成中）
ソンクラー県： Thepaya International MD. City

Southern Industrial Estate (Chalung)

BOI新投資奨励策の概要

南部国境地帯の産業開発のための投資奨励 1/4 

投資奨励対象地域
南部国境地帯4県およびソンクラー県4市
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南部国境地帯4県およびソンクラー県4市への投資奨励

1. 一般ケース 全ての奨励対象業種（A1～B2）に対し、以下に定める最大限の
税務恩典を付与

 機械の輸入税の免除
 国内販売用製品の製造のために輸入した原材料の75%を5年間免除
 法人税を8年間免除（上限なし）
 5年間にわたり法人税を50%減免
 15年間にわたり法人税の計算上、輸送費、電気代、水道代の2倍を控除
 法人税の計算上、インフラの設置または建設に関する費用の25%を控除

条件
 土地代と運転資金を除き50万バーツ以上投資すること
 中古機械の価格の4分の1以上を新品機械への投資に費やすこと
 2017年12月31日までに投資奨励申請書を提出すること

BOI新投資奨励策の概要

南部国境地帯の産業開発のための投資奨励 2/4 
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2. 特殊ケース 南部国境地帯に所在するか否かに関らず、既存の会社が南部4県およびソ
ンクラー県に投資する場合、既存事業および新規投資事業の両方に恩典を付与

既存事業 法人税を3年間免除（新規事業の投資額を上限）

新規事業
 機械の輸入税の免除
 国内販売用製品の製造のために輸入した原材料の75%を5年間免除
 法人税を8年間免除（上限なし）
 5年間にわたり法人税を50%減免
 15年間にわたり法人税の計算上、輸送費、電気代、水道代の2倍を控除
 法人税の計算上、インフラの設置または建設に関する費用の25%を控除

条件
 土地代と運転資金を除き50万バーツ以上投資すること
 中古機械の価格の4分の1以上を新品機械への投資に費やすこと
 2017年12月31日までに投資奨励申請書を既存事業の投資証明書と併せて提出する

こと
 新規事業の開始準備が完了した時点で既存事業の投資奨励申請書を提出すること

BOI新投資奨励策の概要

南部国境地帯4県およびソンクラー県4市への投資奨励

南部国境地帯の産業開発のための投資奨励 3/4 



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

18

3. 南部国境地帯における工業団地または工業地帯運営事業、工業団地・工業地帯・産業
クラスター内に事業所を有する事業に対し、以下の通り最大限の恩典を付与
 機械の輸入税の免除
 国内販売用製品の製造のために輸入した原材料の75%を免除
 法人税を8年間免除（上限なし）
 5年間にわたり法人税を50%減免
 15年間にわたり法人税の計算上、輸送費、電気代、水道代の2倍を控除
 法人税の計算上、インフラの設置または建設に関する費用の25%を控除

条件
 2017年12月31日までに最初のプロジェクトに関する奨励申請書を提出した場

合、最初のプロジェクトにおける法人税免除期間が終了する前にプロジェクト拡
張にかかる奨励申請書を提出し、収益が発生したならば、最初のプロジェクトを
拡張した分の事業に追加することができる

 土地代と運転資金を除き初期投資額が50万バーツ以上であること
 プロジェクト拡張にかかる投資額は初期投資額の25%以上、かつ50万バーツ以上

であること
 中古機械の価格の4分の1以上を新品機械への投資に費やすこと
 2017年12月31日までに投資奨励申請書を提出すること

BOI新投資奨励策の概要

南部国境地帯の産業開発のための投資奨励 4/4 

南部国境地帯4県およびソンクラー県4市への投資奨励



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand.

19

 特別経済開発区政策委員会(Kor.Nor.Phor.)が指定す
る特別経済開発区であること

 現在、同委員会は以下5県（＋1県の追加予定）を特
別経済開発区に指定している。
1. ターク県 3市中、国境に面する14郡
2. ムクダハーン県 3市中、国境に面する11郡
3. サゲーオ県 2市中、国境に面する4郡
4. ソンクラー県 サダオ市内の4郡
5. トラート県 クローンヤイ市内の3郡
6. ノーンカーイ県（追加予定）

BOI新投資奨励策の概要

特別経済開発区への投資奨励
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ターク県
・ミャンマー国境
・全国4位の面積
・人口密度ワースト2位

ノーンカーイ県（追加予定）
・ラオス国境
・メコン河に接する。
・観光地としても名高く「東
北のパタヤ」とも呼ばれる。

ムクダハーン県
・ラオス国境
・バンコクから約640キロのと

ころに位置する。

サゲーオ県
・カンボジア国境
・丘陵地

トラート県
・カンボジア国境
・海に面しており、古くか
ら輸出が盛ん

・人口ワースト4位

ソンクラー県
・マレーシア国境
・イスラム教徒が多い
・工業団地

1. Thepaya International MD. 
City

2.Southern Industrial Estate 
(Chalung)

BOI新投資奨励策の概要

特別経済開発区5県（ ＋1県の追加予定）
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恩典
 一般的な奨励対象業種（ A1～B2 ）の場合

 以下の恩典を付与
• 法人税の免税期間を3年追加

（すでに8年間の法人税の免税が与えられている事業につ
いては、追加的に5年間、法人税を50%減免）

• 法人税の計算上、運送費、電気代、水道代の2倍を控除

• 法人税の計算上、インフラの設置または工事に関する費
用の25%を控除

• 機械の輸入税の免除
• 輸出用製品の製造に使用する原材料の輸入税の免除
• 税務恩典以外の恩典
• 非熟練外国人労働者に対する就労許可

BOI新投資奨励策の概要

特別経済開発区への投資奨励 1/2
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恩典
 経済特区方針委員会が指定するターゲット事業の場合

 以下の恩典を付与
• 法人税を8年間免除
• 5年間の法人税の50%減免
• 法人税の計算上、運送費、電気代、水道代の2倍を控除

• 法人税の計算上、インフラの設置または工事に関する費
用の25%を控除

• 機械の輸入税の免除
• 輸出用製品の製造に使用する原材料の輸入税の免除
• 税務恩典以外の恩典
• 非熟練外国人労働者に対する就労許可

** 2015年1月1日から2017年12月31日までの間に投資奨励申請書を提出すること**

BOI新投資奨励策の概要

特別経済開発区への投資奨励 2/2
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