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タイ関税アラート 

新型コロナウィルス（Covid-19）関連の関税、貿易及び物品税の改

正点 

 

 

背景 

 
タイ政府は、新型コロナウィルス(Covid-19)の感染拡大による景気低迷の緩和を目的とした

大規模な景気浮揚策の一環として、関税、貿易及び物品税に係る一連の政策を導入しまし

た。この政策は、Covid-19 の予防及び手当に使用される必須の医療器具の輸入促進、原産

地証明の有効期限の延長、及び関税軽減を含みます。タイ政府は、価格の上昇を防ぎながら

増大する国内需要を満たす目的で、顔用マスクの輸出も制限しています。 

 
 

対象法人 

 

これらの一連の政策の中には、顔用マスク、感染予防の医療器具及び関連製品の輸入及び

輸出を営むタイ法人向けに公表されたものもあります。しかし、タイ政府は、輸出入業者が一

般的に使用することができるより広範な貿易促進策も導入しています。 

 

 
主な内容 

 

4 月初旬現在の主要な政策は、以下の通りです。 

 
1) 手術用マスク  (HS コード：  6307.90.40)、汚染防止マスク  (HS コード： 

6307.90.90)、並びに、マスク及び Covid-19 関連の医療器具の生産に要する原

材料の輸入は、関税が免除されます。当該関税の免除は、2020 年 3 月 24 日と

26 日から実施され、同年 9 月 20 日と 30 日まで継続されます。 

 

2) マ ス ク の 輸 入 は タ イ 国 食 品 医 薬 品 承 認 局 (FDA: Food and Drug 

Administration) によって与えられた輸入ライセンスに基づいて行われるため、

FDA はこれらの輸入ライセンスの発行を促進させるために専用の電子チャネルを導

入しました。 

 



3) アセアン中国貿易協定(ACFTA)及び他のタイの自由貿易協定に基づく関税特権を

使用する輸入業者は、オリジナル証票の代替物として一時的に Form E のコピーを

使うことができます。通常の実務では、ACFTA の優遇関税率を使うために、輸入業

者は輸入時に税関にオリジナルの証票を提出しなければなりません。一時的な措置

ではありますが、税関は通関目的での Form E のコピーの使用を認めます。当該一

時的な措置は、2020 年 3 月 4 日から同年 5 月 31 日まで継続されます。 

 
4) タイ国貿易局 (DFT) は、製品の特恵原産地証明を発行するための原産地性の事

前確認の認定を受けた輸入業者で、当該認定が 2020 年 3 月 20 日から同年 9 月

30 日までの間に失効する輸入業者の有効期間について 6 か月の自動延長をする

ことを公表しました。 

 
特恵原産地証明を発行するための原産地性の事前確認の認定を受けるため、申請

手続中の輸入業者は DFT に訪問する代わりに電子チャネル経由で事前確認の認

定の結果を受け取れます。 

 
5) 輸出業者及び輸入業者の特定を目的とした更新申請は、郵送で提出することができ

ます。その結果は、DFT の登録データベース経由で通知されます。 

 
6) 「グッドエクスポーター」ステータスを有している法人は、電子申告を用いることにより

15 日以内に VAT 還付を受けられます。所轄税務署に用紙を提出することで申告し

ている場合は 45 日以内に VAT 還付を受けられます。 

 
7) 輸出にあたり、N95 を含むマスク及び使い捨て防塵マスクについては輸出規制がさ

れています。輸出業者は国内商取引局 (Internal Trade Department) からの許

可を得た上でないと、これらの製品の輸出ができません。例外を除き、通常、上述の

許可は与えられません。 

 
8) タイ物品税局は殺菌ジェル及び類似製品に使用される濃度 80%以上のアルコール

に課される物品税を廃止しました。 

 
9) 2020 年 4 月 1 日から同年 6 月 30 日の期間にタイの石油製品生産業者に生じた

物品税の申告及び納付期限は延長されました。これらの生産者は、工場から石油製

品を運び出した翌月 15 日までに物品税の申告及び納付を行えば良いことになりま

した。さらに、3 月から 5 月の月次貸借対照表の提出は、同年 7 月 15 日までに提

出すれば良いことになりました。 

 
10) 2020 年 3 月 1 日から 5 月 31 日の期間に一定の役務提供地を有して事業を行う

者に生じた物品税の申告及び納付は、2020 年 7 月 15 日までに提出すれば良い

ことになりました。 

 

 
対応策 

 
景気浮揚のための貿易及び税務恩典の利用をするために、最初に恩典を使う資格の有無を

必ず確認し、資格がある場合はに、次にこれらの恩典を使うために従わなければならない手

順を確認する必要があります。 

 
医療用マスク及び関税免除になる原材料は、（関税局より与えられる）最大 6 か月の延長の

可能性はありますが、輸入日から 1 年以内に使用しなければなりません。使用されない場合

は、海外に輸出されない限りは、関税の対象になります。 

 
Form E のコピーを使った ACFTA の優遇を利用する場合には、輸入業者は通関許可日から

30 日以内にオリジナルの証票を提出する旨の一文を添えて Form E のコピーを一時的に使

用する旨の申請を関税局に行うことが求められます。 

 
マスクの輸入ライセンスを獲得するための FDA のファーストトラックチャンネルでは、e-

submission system の使用登録と、医療機器輸入ライセンスの申請書の提出が求められま

す。オンラインでの申請書提出の後で、申請者は Medical Device Control Division で申

請番号を担当官に伝えた上で、提出した申請書は医療用マスクの輸入目的であると伝える必

要があります。 

 
マスクの輸出者は、輸出規制がされていないか確認するとともに事前承認を得ておく必要が

あります。もしこれらの確認や承認がされていない場合、輸出者は押収又は罰則を受けるリス

クのある輸出を行うべきではありません。 

 
 

 

 

 

 

 



 

私どものご提供業務 

 

デロイトは、タイを含む世界各国が新型コロナウィルス(Covid-19)対策として講じる税務恩典

及び非税務恩典をすぐに使えるように、無料の電子リソースを提供しております。以下のリンク

より、私どもの新型コロナウィルス(Covid-19)対策のウェブサイトにお進みください。ご登録

いただくことで、世界各地で現在行われている新しい政策の更新情報及びデロイトの世界的な

税務解説をご覧になることができます。そこには、関税、物品税及び貿易を含むグローバルな

税務及び財務政策の要約及び文書等もございます。 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/solutions/tax-atlas-
signal.html   

 
加えて、Deloitte Global Trade Advisory では、皆様のご要望にお応えしたテイラーメード

の関税物品税及び貿易関連のサービスを、輸出入の法令順守、関税削減策及びサプライチェ

ーン戦略に特化してご提供しています。 

 
私どもは変化の著しい関税及び物品税のルールへの対応方法に関するアドバイスのご提供

に加え、自由貿易促進を目的とした様々な制度の利用に関してもお役に立てると考えていま

す。加えて、税関及び貿易局等の政府機関との交渉に関してもご支援させて頂きます。 

 

 

お問い合わせ先 

 

 Stuart Simons, Partner Customs & Global Trade, 

ssimons@deloitte.com 
 

 Sujitra Sukpanich, Director Customs & Global Trade, 
ssukpanich@deloitte.com  
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