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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

Global Investment and Innovation 
Incentives（Gi3）Alert 

タイでの投資インセンティブに関する最新情報 
 

はじめに 

タイ投資委員会（以下「BOI」）は、プレスリリース No 140/2563（Or. 59）で公表され

たタイでの投資奨励措置の開始を承認しました。この奨励措置は、主要となる電気自

動車（EV）の生産に関する投資を奨励し、さらに国際医療ハブ、地域統括投資,貿

易拠点、及び世界的に重要な生産拠点としてのタイの地位を推進し、持続的な成長

を可能にする生産性の向上面において投資家をサポートすることを目的としています。 

 

対象者 

BOI が付与する非税務優遇恩典と税務恩典を伴う新しい奨励プロジェクトへの投資に

関心を寄せている海外投資家・国内投資家、及び現在、BOI 奨励プロジェクトに伴う

法人所得税免税期限が近づいている企業。  

 

電気自動車（EV）生産に対する優遇パッケージ 

BOI は、電気自動車生産に対する優遇パッケージを承認しました。最初の優遇パッケー

ジは、一定の投資条件を満たした投資家の法人所得税を免除するものであり、2018

年に期限が切れました。新しい優遇パッケージは、電気自動車（EV）の生産に関する

様々な分野を包括しており、恩典及び条件は以下のとおりです。 

 

奨励事業 CIT 免除期間 追加優遇恩典の条件 

電気自動車生産向けの新しい優遇策   

1. 投資額が 50 億バーツ以上のバッテ

リー式電気自動車（BEV）4 輪車 

8 年間 研究開発（R&D）への投資 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-gi3-alert-en-jan2021-05jan2021.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


2. 投資額が 50 億バーツ以上のプラグ

インハイブリッド電気自動車

（PHEV）4 輪車 

3 年間  

3. 投資額が 50 億バーツ未満の BEV

又は PHEV4 輪車 

3 年間 BEV の他の要件を満たす場

合のみ 

4. 自動二輪車、三輪自動車、バス、

トラック 

3 年間 他の要件を満たす場合のみ 

5. 総生産５００トン数未満の電動

船舶の生産 

8 年間  

 

BEV4輪車生産に対する投資額が 50億バーツ以上の投資プロジェクトにおいて、R&Dに

投資が行われる場合、CIT免除期間は延長されます。投資額が50億バーツ未満のBEV

生産において CIT の追加免除を受ける場合、2022 年までに生産を開始すること、基本

要件に加えて重要な部品の生産を行うこと、1 年に最低 10,000 ユニットを生産するこ

と、R&D に投資を行うこと等の要件を満たす必要があります。また、2022 年までに生産

を開始すること、モジュールプロセスからバッテリーの生産を行うこと、主電動機などの重要

な他の部品の生産を行うこと、R&D へ投資を行うこと等、その他の要件を満たしている

場合、自動二輪車、三輪自動車、バス、トラック生産事業でも CIT 免除が延長されま

す。 

 

BOIは、奨励優遇恩典の対象産業を主要な 4 つの EV部品、すなわち高電圧用ワイヤ

ハーネス（組み電線）、減速機、電池冷却システム、回生ブレーキにも拡大し、8 年間

の CIT 免税恩典を付与しました。バッテリー生産事業に対してより魅力的な奨励恩典を

付与するために、BOIは、国内調達が難しい EVバッテリーモジュール及びバッテリーセル生

産用の原材料及び主要部品の輸入関税に対して、2 年間の 90%減免措置を設けまし

た。   

 

タイの医療ハブとしての地位を向上させる奨励措置 

BOI は、一定の資格を有す投資家に対して事業活動の内容により異なる CIT 免税措

置を付与し、地域医療ハブとしてのタイの地位を高め、医療ビジネスの競争力を高める

新しい優遇対象奨励事業の追加を承認しました。 

 

• 臨床研究 

タイは、(i)「委託研究機関（Contract Research Organization：CRO）」、(ii)「臨

床研究センター（Clinical Research Center：CRC）」を含む臨床研究を促進する

新しい優遇措置として、投資額に上限を設けない 8年間の CIT 免税措置を承認し

ました。新しく雇用したタイ人研究者に対する給与支払額が 150万バーツ以上又は

プロジェクトに対する投資額が 100 万バーツを超えてなければなりません（土地代、

運転資金、車両は除く） 。 

 

• 高齢者向け病院及び介護サービス 

BOI は、高齢者向け病院や介護サービスの設立に対する新しい優遇措置を承認し

ました。付与される恩典及び条件は以下のとおりです。 

 



奨励産業 CIT 免除期間 条件 

1. 高齢者向け病院 5 年間 50 床以上のベッドを有す。 

2. 高齢者及び要介護者向け

サービス 

3 年間 • 50 床以上のベッドを有す。  

• 資本金の 51％以上はタイ資

本でなければならない。 

 
 

国際調達事務所（International Procurement Office：IPO）の復活 

BOI は、投資及び貿易地域統括センターとしてのタイの地位を高めるため、IPO の活

動を復活させることを承認しました。IPO事業は、輸出される製品の製造に使用され

る機械設備及び原材料の輸入税免税恩典が付与されます。 

 

生産改善措置の延長 

BOI は、生産改善措置（Productivity Improvement Measure）の申請期限を

2022 年末まで延長し、製造業及びサービスセクターを対象とすることを合意しまし

た。さらに、食品安全マネジメントシステム（Food Safety Management System、ISO 

22000）や持続可能森林マネジメントシステム（Sustainable Forest Management 

System、ISO 14061）などの国際標準の導入を促進するために、その他の産業にお

ける持続性のある成長を奨励するための生産改善措置の期間が延長されます。こ

の生産改善措置の奨励恩典には、3年間の 50%CIT免除が含まれ、以下の 4つの

措置が対象となります。 

 

• 省エネルギー、代替エネルギーの有効活用、環境への影響の低減 

• 機械設備のアップグレードによる生産効率性の改善 

• 効率性改善に向けた R&D 及びエンジニアリング設計 

• 持続可能な開発 

 

今後の活動 

タイ BOIは、各奨励対象分野の詳細な恩典及び条件を説明する公式発表を準備

しています。公式発表が行われ次第、最新情報をお届けいたします。海外投資家

及び国内投資家の皆様には、事業及び投資計画を見直し、その中に BOI 奨励対

象事業が含まれているかどうか、また、非税務優遇恩典及び税務優遇恩典を受け

ることができるかどうかについて確認するようお勧めします。   

 

詳細な情報又はサポートが必要な場合は、ご遠慮なくデロイトの Gi3 専門家までご

連絡ください。 

 

連絡先 

 

• Thirapa Glinsukon、パートナー、グローバル投資・イノベーション・インセンティブ

（Gi3） 

電話：+66 (0) 2034 0159 



メール：tglinsukon@deloitte.com 

 

• Nont Nijanantra、マネージャー、グローバル投資・イノベーション・インセ

ンティブ（Gi3） 

電話：+66 (0) 2034 0000 ext. 12967 

メール：nnijanantra@deloitte.com 
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