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業種別のインセンティブ
－改定の全体像

 旧制度のゾーンによる恩典から、重要業種への恩典へ変更

高技術製品、研究開発等に長期の法人税免税恩典を付与
一定の成形工程や、国際認証機関の承認が要求される業種が増加
低技術製品には法人税免税を付与せず、機械輸入税免税のみを付与

 国際物流ハブ機能の強化のため、従来のROH、IPO制度を改善

認可要件の緩和
国際取引に関する税務恩典の強化
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 完成車メーカー（組立のみ）は、法人税免税恩典の対象外へ
 部品メーカーは、所在地ではなく製造品目により最大８年間の法人税免税を享受

完成車メーカー部品メーカー

業種別のインセンティブ
－自動車産業への奨励策 1/2

A2：法人税８年免税（投資額を限度）
高度技術部品（電子燃料噴射、電子制御、トランスミッション等）
安全省エネ部品（アンチロックブレーキ、アイドリングストップ等）
ハイブリッド、電気自動車部品（バッテリー等）
車両ゴムタイヤ 等

A3：法人税５年免税（投資額を限度）
エンジン（一定以上の成型工程を有さない場合は、A4として法人税3年免税）

B1：法人税免税なし

旧制度では、生産量や投資額等
の一定条件を満たす場合におい
て、5-6年間の法人税免税（投資
額を限度）が認められていた。

旧制度では、ゾーン制度に従い、最大8年間の法人税免
税（投資額を限度）が認められていた。
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業種別のインセンティブ
－自動車産業への奨励策 2/2

自動車及び自動車部品

業種 細目又は条件 分類 法人税免税

4.8 車両部品の製造

4.8.1 高度技術を使用する車両
部品

- 触媒コンバーターの回路基盤
- 電子燃料噴射システム
- 自動車用トランスミッション
- 電子制御ユニット

A2 8年
（投資額を限度）

4.8.2 安全及び省エネルギー部
品

- アンチロックブレーキ装置
- 電子制御ブレーキシステム
- 電子安定性制御
- 再生ブレーキシステム
- アイドリングストップシステム
- Autonomous Emergency Braking System

4.8.3 ハイブリッド自動車、電気

自動車、プラグインハイブリッド
車両の部品

- バッテリー
- トラクションモーター
- 空調システム

4.8.4 車両のゴムタイヤ

4.8.5 その他の自動車部品 B1 なし

4.7 車両エンジンの
製造

以下の5部品中、4点以上を成形加工しなければならない

シリンダーヘッド、シリンダーブロック、クランクシャフト、カムシャフト、コネク
ティングロッド
※4点未満の場合はA4として法人税3年免税（投資額を限度）

A3 5年
（投資額を限度）

4.6 一般自動車の製
造

Merit-based Incentiveの対象外 B1 なし
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A3：法人税５年免税（投資額を限度）
パワーインバーター（産業用で設計工程を含むもの）

旧制度では、電子・電気機器産業の投資奨励策に従い、最大8年間の法人税免税（投資額を限度）が認められていた。

業種別のインセンティブ
－電気機器産業への奨励策 1/2

完成品メーカー部品メーカー

A4：法人税３年免税（投資額を限度）
パワーインバーター（その他）
LED電球
コンプレッサー（一定の高効率規格を満たす製品用）
モーター（設計工程を含むもの）

B1：法人税免税なし
ワイヤハーネス 等

A3：法人税５年免税（投資額を限度）
先進技術製品（インターネットへの接続が可能）

A4：法人税３年免税（投資額を限度）
エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機（一定の
高効率規格を満たすもの）

 完成品メーカーは、先進技術製品や高効率製品に限って、法人税免税を享受可能
 部品メーカーは、所在地ではなく製造品目により最大５年間の法人税免税を享受
 免税期間は最大でも５年間（自動車産業、電子産業では最大８年）
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業種別のインセンティブ
－電気機器産業への奨励策 2/2

電気製品及び電気機器部品

業種 細目又は条件 分類 法人税免税

5.1 電気製品の製造

5.1.2 先進技術を含んだ電気製品
インターネットに接続できる製品で
あること（Internet of Things) A3 5年（投資額を

限度）

5.1.2 エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、乾燥機

エネルギー省の高効率規格（5番）
又は同等の規格に準拠

A4 3年（投資額を
限度）

5.1.3 その他電気製品 B1 なし

5.2 電気機器部品の
製造

5.2.1 パワーインバーター
産業用（製品設計工程を含むこと） A3 5年（投資額を

限度）

その他

A4 3年（投資額を
限度）

5.2.2 LED電球

5.2.3 コンプレッサー
エネルギー省の高効率規格（5番）

又は同等の規格に準拠したエアコン、
冷蔵庫、冷凍庫に係るもの

5.2.3 モーター 製品設計工程を含むこと

5.2.4 ワイヤハーネス
B1 なし

5.2.5 その他電気機器部品
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A2：法人税８年免税（投資額を限度）
OPE部品
電子制御・測定機器部品
太陽電池及び原材料
光ファイバー・ワイヤレス通信関連機器部品 等

業種別のインセンティブ
－電子機器産業への奨励策 1/3

完成品メーカー部品メーカー

A3：法人税５年免税（投資額を限度）
半導体及び半導体部品
一般HDD及び関連部品

A4：法人税免税年３免税（投資額を限度）
HDD用トップカバー、ベースプレート等
電磁製品、受動部品
音声視覚製品部品、電子事務機器部品 等

A2：法人税８年免税（投資額を限度）
OPE製品
電子制御・測定機器
光ファイバー・ワイヤレス通信関連機器 等

A3：法人税５年免税（投資額を限度）
その他電気通信機器

 完成品メーカー、部品メーカーともに、所在地ではなく製造品目により最大８年間の法人税免税を享受

A4：法人税３年免税（投資額を限度）
音声視覚製品
電気事務機器
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業種別のインセンティブ
－電子機器産業への奨励策 2/3

電子製品及び電子部品

業種 細目又は条件 分類 法人税免税

5.3 電子製品の製造

5.3.1 Organics & Printed Electronics（OPE）製品

A2
8年

（投資額を
限度）

5.3.3 産業、農業用電子制御及び測定機器

5.3.4 安全管理機器

5.3.2.1 光ファイバー及びワイヤレス通信システムに使用する発光、送信、
受信機器

5.3.2.2 その他電気通信機器 A3 5年（投資額を
限度）

5.3.5 音声視覚製品（Audio Visual Product)
A4 3年（投資額を

限度）5.3.6 電気事務機器

5.3.7 その他電子機器 B1 なし

5.4 電子部品又は電
子機器部品の製造

5.4.1 Organics & Printed Electronics（OPE）部品

A2

5.4.2 太陽電池及び太陽電池原材料
委員会が承認したエネルギー効率
と製造工程を有すること

5.4.3.1 光ファイバー及びワイヤレス通信システムに使用する発光、送信、
受信機器部品

5.4.4 産業、農業、医療、科学機器、乗り物用電子制御及び測定機器部品

5.4.5 安全管理機器部品

5.4.6.1 先進技術HDD又はその部品
（Top Cover, Base Plate, Peripheralを
除く）

HDD製造はデータ面密度が平方イ
ンチ当たり2,000ギガバイト以上

5.4.7 Solid state drivers及びその部品
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業種別のインセンティブ
－電子産業への奨励策 3/3

電子製品及び電子部品

業種 細目又は条件 分類 法人税免税

5.4 電子部品又は電

子機器部品の製造
（続き）

5.4.3.2 その他電気通信機器部品

A3 5年（投資額を
限度）

5.4.6.2 一般HDD又はその部品（Top Cover, Base Plate, Peripheralを除く）

5.4.8 太陽エネルギーを利用する機器及び部品

5.4.9 半導体及び半導体部品

5.4.10 フォトニックス部品及び機器及びフォトニックスを使用するシステ
ム

5.4.11 フラットパネル表示装置

5.4.12 フレキシブルプリント基板又は多層プリント敗戦基板又はその部品

5.4.6.3 HDD用Top Cover, Base Plate, Peripheralの製造

A4 3年（投資額を
限度）

5.4.13 その他記憶装置の製造

5.4.14 一般プリント回路版組立

5.4.15 電磁製品

5.4.16 受動部品

5.4.17 音声視覚製品部品

5.4.18 電子事務機器部品

5.4.19 その他電子部品 B1 なし
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業種別のインセンティブ
－国際統括拠点（IHQ)・貿易事務所（ITC)への奨励策

BOI 新政策の狙い

一大生産拠点となったタイをアジア周辺諸国における物流ハブとする（国際物流ハブ機能の強化）
↓

旧制度における『地域事業本部事業（ROH）』および『部品及び半製品の国際調達事務所（IPO）』を、より魅力ある制度に改善

ROH（旧制度） IPO（旧制度）

課題

・最低3カ国以上への統括業務提供が必要
・税務恩典の享受にはROH業務からの売上/が全体
売上の50%以上必要 ⇒ 商社機能と地域統括機
能を同一法人内で完結することが実質不可能

・倉庫保有し、コンピュータによる倉庫管理システ
ムが必要

・商品の検査・梱包業務等、実態として物流管理業
務が必要

IHQ（新制度） ITC（新制度）

改善
・最低1カ国以上への統括業務提供のみで可
・税務恩典の条件につき緩和を検討中

・払込登録資本10mTHBの他は、特段要求される条
件なし

実際のBOI申請時には別途条件が課され
る可能性も有り
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業種別のインセンティブ
－ROH vs. IHQ  1/3 （業務範囲）

No. 業務範囲（ROH）

1 一般管理、事業計画、ビジネス・コーディネー
ション

2

原材料および部品、最終製品の調達と調達関連
サービス(Sourcing of raw materials, parts and 
finished products and other sourcing-related 
services)

3 研究開発

4 技術面の支援

5 販売促進支援

6 地域における人事管理および人材育成

7 財務、マーケティング、会計など業務関連に関
するアドバイス

8 経済、投資に関する研究・分析

9 貸し出しの管理およびコントロール

10

11 ケースバイケースで委員会が検討すべきその他
のサービス

業務範囲（IHQ）

一般管理、事業計画、ビジネス・コーディネー
ション

商品の調達（Sourcing of goods)

研究開発

技術面の支援

販売促進支援

人事管理および人材育成

財務、マーケティング、会計など業務関連に関
するアドバイス

経済、投資に関する研究・分析

貸し出しの管理およびコントロール

財務センター（Treasury Center）

ケースバイケースで委員会が検討すべきその他
のサービス

資金・為替の
集中決済等
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業種別のインセンティブ
－ROH vs. IHQ  2/3 （条件・恩典）

ROH

条件

1 払込登録資本 10mTHB以上

2 監督する必要のある海外関連会社・支店数 最低3カ国

恩典

■ BOIによる税務恩典

1 輸入機械に係る輸入税免税（研究開発及びト
レーニング用の機械に限る）

免税

2 輸出向け製造のための原材料の輸入税免税 該当なし

■ 財務省による税務恩典

1 法人税、源泉税、個人所得税等の免税・減税
条件付で
免税・減税

■ 非税務恩典

1 土地保有（原則として5ライまで） 可能

2 ワークパミットの発行要件緩和 有

IHQ

10mTHB以上

最低1カ国

免税

免税

条件付で
免税・減税

可能

有

大幅に要件緩和

要件緩和を検討中
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業種別のインセンティブ
－IPO vs. ITC  1/2 （トレーディング業務の範囲）

トレーディング業務の
範囲

IPO

In – In
(国内調達 – 国内販売) ○
In – Out
(国内調達 – 輸出販売) ※

Out – Out
(海外調達 – 海外販売) ※

Out – In
(輸入調達 - 国内販売) ○

ITC 備考

X（？） BOIと協議が必要

○
タイ国外への販売のため、外資規制の範囲外
として小売、卸売共に許可されるものと考え
られる（詳細はBOIと協議が必要）。○

○（？）
BOIと協議が必要（許可される場合も卸売に限
定される可能性が高い）

投資認可申請前にBOIと協議する
ことが望まれる。

※ 外国人事業法の規制対象外
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IPO

条件

1 倉庫又は長期契約によるレンタル倉庫を保有し、
コンピュータによる倉庫管理システムを利用

必要

2 商品調達、品質検査及び梱包業務 必要

3 国内を含む複数の調達先 必要

4 最低10mTHBの登録資本金 必要

恩典

■ BOIによる税務恩典

1 輸入機械に係る輸入税免税 免税

2 輸出向け製造のための原材料の輸入税免税 免税

■ 財務省による税務恩典

1 法人税、源泉税、個人所得税等の免税・減税 なし

■ 非税務恩典

1 土地保有（原則として5ライまで） 可能

2 ワークパミットの発行要件緩和 有

ITC

不要

不要

不要

必要

免税

免税

条件付で
免税・減税

可能

有

IHQと類似の税務恩典
の新設を検討中

業種別のインセンティブ
－IPO vs. ITC  2/2 （条件、恩典）

実際のBOI申請時に

は別途条件が課され
る可能性も有り



添付資料
（奨励業種リスト

の改定）
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－１類 農業および農作物

削減業種
1.2 *1 水耕（Hydroponics）栽培

1.3 「植林」のうちユーカリ

1.6 家畜飼料あるいは飼料成分の製造

1.11.4 「植物、野菜、果実からの飲料製造（アルコールを除く）」のうち、カフェインが入っている飲料（緑茶を含む）および
炭酸飲料

1.11.8 「即席食品あるいは半即席食品の製造あるいは保存」のうち、ラーメン、鶏スープ、ツバメスープ、ベーカリー

1.11.9 キャンディー、チョコレート、ガムの製造

1.12 「植物および動物からの油脂の製造」のうち、大豆から製造する油

1.13 「植物からのでんぷん、デキストリン、加工でんぷんの製造」のうち、植物から作る一般的なでんぷん

1.14 「近代的技術による、野菜、果物、花の品質選別および包装、保管」のうち、一般的なコメの品質選別事業

1.16 「天然ゴムからの製品の製造」のうち、輪ゴム、風船、ゴムリング

1.21 農場マネジメントサービス

追加業種

1.12 *1
天然材料からの活性成分(Active Ingredient)の製造
（条件）
毒性と作用に関する学術的研究にて立証されてなければならない

A2

主な変更点

1.5 *1 「動物の繁殖又は畜産」は、換気・自動給水・伝染病防止・トレーサビリティに関するシステム、数量測定
センサー等の最新技術を使用する必要あり

A4

1.18 「メディカルフードまたは栄養補助食品の製造」は、食品・薬品委員会事務局へ登録若しくは国際標準の
他機関への登録が必要

A2

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－２類 鉱業、セラミックス、基礎金属

削減業種

2.2 *1 「鉱山および鉱山の選鉱（スズ鉱を除く）」のうち、カリウム以外

2.3 大理石あるいは花こう岩の採掘

2.4 精錬

2.5.1 「セラミックス製品の製造（土器を除く）」のうち、床材、壁材

2.5.2 「屋根瓦の製造」

2.9 公共施設プロジェクトのための高圧コンクリート製品の製造

追加業種

追加なし

主な変更点

2.4 *1 「ガラス製品、特別な品質のガラス製品の製造」は、溶融及び/又はアニー
ル工程を持つ必要あり
「セラミック製品の製造」は焼成工程を持つ必要あり

特別な品質のガラス製品 A3
ガラス製品 B1
セラミック製品 B1

2.8
「川中の鉄鋼品の製造・造板用鋼片(Slab)、小鋼片(Billet)及び鋼片
(Bloom)」のうち、同一プロジェクトに川上鉄鋼品に続く製造工程がある場合
に要求された負債対登録資本比率（2対1）を削除

A2

2.13 「鋳造鉄/スチール部品の製造」は、製造工程で誘導炉を使用する必要あり
ダクタイル鋳鉄部品 A2
その他鋳鉄部品 A3

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。



© 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.

17

添付資料（奨励業種リストの改定）
－３類 軽工業

削減業種

3.1.9 *1 カーペットの製造

3.1.10 漁網の製造

3.6 「皮革あるいは人工皮革からの製品の製造」→鞄、履物製品の製造に限定

3.11 文房具あるいはその部品の製造

3.14 人造物の製造（禁止木材からのものを除く）

3.16 サンドペーパーの製造

追加業種

3.9 *1

創造的製品デザインと開発センター
（条件）

「エンジニアリングデザイン」、「プロトタイプデザイン創造・パフォーマンステスト」、「プロトタイプ標準テス
ト・ユーザー検収テスト」のうち、いずれか1つに係るシステムを有すること
・総従業員のうち70%以上がタイ人
・デザイン開発担当者の給与が年間1.5mTHB以上

A1

主な変更点
3.1.2 *1

3.1.4
3.3
3.6
3.7

「糸又は布の製造」「衣類、衣類部品、及び家庭用繊維製品の製造」「皮革又は人工皮革からの鞄、履物製品の
製造」「家具及び部品の製造」「玩具の製造」において、デザイン、商品研究開発への投資額が、最初3年間の総
売上の0.5%以上となる場合は3年間の法人税免税を付与（A4)、0.5%未満の場合は法人税の免税なし

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－４類 金属製品、機械、運輸機器

削減業種

4.1*1 手工具および計測器の製造

4.7 電動式乗り物の製造〔タイ（仏歴2522年、西暦1979年）の自動車法に基づき登記できないものに限る〕

4.9
「航空機の製造、修理、改造（Aircraft Conversion）および航空機備品、部品あるいは航空機内用品の製造ある

いは修理」のうち、消耗品（航空機の胴体の製造、重要部品、エンジン、プロペラ、電子部品、飛行機内の備品は
引き続き奨励対象）

4.11 「オートバイの製造」のうち、シリンダー248cc.未満のもの

4.14 天然ガス使用の自動車（Natural Gas Vehicle-NGV）および機械設備の製造

4.16 乗り物の部品、電気・電子設備の修理

4.17 産業用機械・備品の修理

4.18 コンテナーの製造およびメンテナンス

4.20 既製住宅（Completely Built Unit：CBU）またはノックダウン住宅（Completely Knocked Down：CKD）の組み立て

追加業種
追加なし

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－４類 金属製品、機械、運輸機器

主な変更点

4.6 *1
「一般自動車の製造」において、旧制度で認められていた一定の要件を満たす乗用車の製
造、新種自動車の製造への法人税免税を削除（自動車組立については、一律法人税免税な
し）

B1

4.7
4.12

「乗り物用エンジンの製造」「オートバイの製造」について、8年間の法人税免税を得るためには、一定のエンジン
部品の成形加工が必要（満たさない場合は3年間への縮小又は法人税免税なし）

4,12 「オートバイの製造」について、旧制度で要求していた4ストローク・オートバイの製造に対す
る条件の一部（年間50,000台以上の生産能力、タイ資本60%以上）を削除

一定条件を満
たす場合はA3
その他はB1

4.5.2 「機械、器具、部品の製造または金型の修理」は、エンジニアリングデザイン工程を有する必
要あり

A3

4.1.3
「その他の金属部品を服務金属製品の製造」は、同一プロジェクト内で圧延、引張や非鉄金
属の鍛造に続く成形工程を有する若しくは、マシニング・スタンピング等の成形工程を有する
必要あり

A4

4.2 「陽極酸化処理（Anodizing）」は、陽極酸化、エッジング、engravingの工程を有する必要あり B1

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－５類 電子・電気機械産業

削減業種

5.7.3 *1 「電子の設計」のうちPrototype design

主な変更点

5.1.2 *1 「先進技術を含んだ電気製品の製造」について、8年間の法人税免税を得るためには、インターネットに
接続可能な電気製品（Internet of Things）であることが必要

A4

5.1.2
5.2.3

「エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機の製造」「電気機器用コンプレッサー又はモーターの製造」
について、3年間の法人税免税を得るためには、エネルギー省の高効率規格（5番レベル）又は他の同
等の効率規格を得る商品又は関連部品であることが必要

A4

5.4.6.1 「先進技術HDD又はその部品（Top Cover、Base Plate及びPeripheralを除く）の製造」について、HDD製
造はデータ面密度が平方インチあたり、2,000ギガバイト以上である必要あり

A2

5.6 「電子設計」は、開発人員の給与費用が最低年間1.5mTHB以上必要 A1

5.7.1 「組み込みソフトウエア開発」は、開発人員の給与費用が最低年間1.5mTHB以上必要 A1

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。

追加業種
追加なし
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－６類 化学工業、紙及びプラスティック

削減業種
6.2 *1 「工業用化学品の製造」のうち、日用品の化学品、洗剤、セメント用の接着剤

6.7 殺虫剤、雑草駆除薬の製造

6.8.3 「ペンキおよびインキ」のうち、ペンキ

6.9 ボディケア製品の製造

6.12 「プラスチックおよびプラスチックコートによる製品」のうち、日用品のプラスチック製品

6.13 「パルプの製造」のうち、ハイジニックパルプおよびスペシャルティーパルプ以外

6.14 「紙の製造」のうち、ハイジニックペーパーおよびスペシャルティーペーパー以外

6.15 「パルプあるいは紙による製品の製造」のうち、ハイジニックペーパー、スペシャルティーペーパー、バイオプラス
チックコーティングを施した紙から作る製品以外

追加業種

6.5 *1 特殊ポリマー製品又は特殊化学品の製造
（条件）なし

A2

6.7

特殊プラスティック包装材の製造
（条件）
多層プラスティック包装材は、3層以上に一体化する必要あり
無菌プラスティック包装材及び静電防止プラスティック包装材は、完全操業開始から2年以内に、
ISO14611レベル７又は連邦規格209Eクラス10000以上又は同等の国際標準に認可される必要あり

A3

6.8
リサイクルプラスティック製品の製造
（条件）
国内のプラスティックを原料とし、成形工程を持つ必要あり

A4

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－６類 化学工業、紙及びプラスティック

主な変更点

6.6 *1 「工業用プラスティック製品の製造」は、プラスティック成形工程を持つ必要あり B1

6.9 「薬品の有効製品（Active Pharmaceutical Ingredients）の製造」は、医薬品有効成分の原材
料又は有効成分を主体的に生産しなければならない

A2

6.12 「パルプ又は紙の製造」は、操業日から2年以内にISO、GMP等の関連規格に認定される必
要あり

衛生パルプ又
は衛生紙 A2
特殊パルプ又
は特殊紙 A3

6.14.1 「デジタル印刷物の製造」は、デジタルメディアソフトウエア設計プロセスを使用する必要あり A3

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－７類 サービス、公共事業

削減業種
7.1.3 *1 道路（Concession Road）
7.1.7 人工衛星通信

7.1.8 電話

7.1.9 天然ガス分離事業

7.4.4 高齢者のための福祉施設

7.4.6 ロングステイ支援のための事業

7.5 中低所得者住宅

7.7 病院

7.8.2 工場および倉庫のための建物開発

7.8.3 自由貿易ゾーン（Free Trade Zone）およびフリーゾーンのための保税倉庫区

7.8.7 印刷工業区

7.8.11 サービス工業区

7.8.12 農作物加工工業区

7.9.6 タグボート

7.14 国際貿易業

7.16 International Business Process Outsourcing (IBPO)
7.18.2 インターナショナルスクール

7.18.3 ホテル専門学校

7.18.4 海事訓練学校

7.24 デザイン・センター

7.28 石油のためのパイプの被覆およびコーティング

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。
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添付資料（奨励業種リストの改定）
－７類 サービス、公共事業

追加業種

7.10 *1

クラウドサービス（Cloud Service）
（条件）
ISO/IEC27001で認定された国内データセンターに、2箇所以上立地が必要
各センターと中央データセンター間の接続は最低速度10Gbps以上
ISO/IEC27001、ISO/IEC2000-1の認定が必要

A1

主な変更点

7.4.1 *1 「物流センター（Distribution Center : DC)」においては、払込登録資本金は10mTHB以上
でなければならない

B1

7.4.2 「国際物流センター（International Distribution Center : IDC)」においては、投資金額（土
地代、運転資本を除く）が100mTHB以上でなければならない

A3

7.5 旧奨励策における「地域事業本部事業（Regional Operation Headquarters : ROH)」を、
「国際統括本部（International Headquarters : IHQ)」へ改善（詳細は別紙参照）

B1(R&D及びトレー
ニング用機械のみ)

7.6
旧奨励策における「部品および半製品の国際調達事務所（International Procurement 
Office : IPO)」を、「国際貿易事業（International Trading Center : ITC)」へ改善（詳細は別
紙参照）

B2

*1  『削減業種』は旧BOI奨励表の業種No.、『追加業種』『主な変更点』は新BOI奨励表の業種No.によっている。



© 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.


	業種別のインセンティブ
	業種別のインセンティブ�－改定の全体像
	業種別のインセンティブ�－自動車産業への奨励策  1/2
	業種別のインセンティブ�－自動車産業への奨励策  2/2
	業種別のインセンティブ�－電気機器産業への奨励策  1/2
	業種別のインセンティブ�－電気機器産業への奨励策  2/2
	業種別のインセンティブ�－電子機器産業への奨励策  1/3
	業種別のインセンティブ�－電子機器産業への奨励策  2/3
	業種別のインセンティブ�－電子産業への奨励策  3/3
	業種別のインセンティブ�－国際統括拠点（IHQ)・貿易事務所（ITC)への奨励策
	業種別のインセンティブ�－ROH vs. IHQ  1/3 （業務範囲）
	業種別のインセンティブ�－ROH vs. IHQ  2/3 （条件・恩典）
	業種別のインセンティブ�－IPO vs. ITC  1/2 （トレーディング業務の範囲）
	業種別のインセンティブ�－IPO vs. ITC  2/2 （条件、恩典）
	添付資料�（奨励業種リスト�    の改定）
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－１類　農業および農作物
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－２類　鉱業、セラミックス、基礎金属
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－３類　軽工業
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－４類　金属製品、機械、運輸機器
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－４類　金属製品、機械、運輸機器
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－５類　電子・電気機械産業
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－６類　化学工業、紙及びプラスティック
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－６類　化学工業、紙及びプラスティック
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－７類　サービス、公共事業
	添付資料（奨励業種リストの改定）�－７類　サービス、公共事業
	Slide Number 26

