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● ジェトロアンケート ● 

「タイにおけるインターネット市場と日本のファッション 

製品、伝統産品の輸出可能性」に関する市場調査 

 

ジェトロでは将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報を日本の中堅中小

企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケー

トにご協力をお願い致します。 

 
■ 質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「タイにおけるインターネット市場と日本のフ

ァッション製品、伝統産品の輸出可能性」に関する市場調査について、どのように思われましたでし

ょうか？（○をひとつ） 

 

 
４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 
 

■ 質問２：上記のように判断された理由、また、その他、本報告書に関するご感想をご記入下さい。 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

貴社・団体名： 

 

                                  

部署名：    

 

                                  

★ ご記入いただいたお客様の情報は適切に管理し、本報告書の成果把握に利用いたします。 

ご協力ありがとうございました。 
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はじめに 

 

バンコクの街中を歩いたり、TVを見たりすると、ドラえもんに代表されるアニメやいわゆるコスプレの人気

が非常に高いことに気付かされる。従来タイは親日的な国であり、日本の製品や商品に持つ印象として「機

能的」「かわいい」「高品質」といった感想が上げられるのは、タイ人が日本へ憧れや信頼感を持っているこ

とが背景にあると思われる。 

 

ファッションやコスメを中心とした日本の KAWAII＇カワイイ（がタイでも流行っていることに加え、このよう

な日本に対する憧れの観点からは、いわゆる伝統産品もタイ市場に受け入れられる余地があるのではない

か。ジェトロでは、これまで輸出促進事業の一環として日本の中小企業が作る伝統産品の海外展開支援を

行ってきたが、従来欧米の展示会出展の支援が中心であり、むしろ文化的に類似しており経済的にも成長

を続けるアジアが今後重要な市場と成り得るのではないか。 

 

他方、展示会等での販売ではビジネスチャンスが限定的になることが避けられないため、継続的な販路

のひとつとして、近年タイでも普及の進捗がみられるインターネットを活用したビジネスが成り立つ素地があ

るのではないか。 

 

こうした問題意識から今回、主に日本のファッションや伝統産品のタイ市場への輸出促進を目的に、 

現地での小売事業者、インターネット事業関係者へのヒアリングやインタビュー等を含め、タイにおけるイ

ンターネット市場環境と日本のファッションや伝統産品の市場調査を行った。 

 

日本の伝統産品を販売する際に特に留意すべき事項は何か。本報告書が、日本のファッションや伝統

産品の販路拡大の一助となれば幸いである。なお、インターネットを利用した販売を調査する目的のため、

タイにおけるインターネット販売市場の概況をまとめたほか、巻末には電子商取引の関連法令の仮訳を掲

載しているので参考にされたい。 

 

本調査はジェトロ海外市場開拓部のイニシアティブで行われ、SYNC DESIGN 社の協力のもと、ジェト

ロバンコクセンターが实施した。 

 

 

2010年3月 

日本貿易振興機構 海外市場開拓部 
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第１章 タイの EC 市場 

 

第１節 概要 

 

2000 年以降、ＩＴインフラの基盤整備とインターネット事業の民間開放により、タイの EC＇電子商取引、

Electronic Commerce（市場は順調に発展してきたと言える。2008年にはＥＣ利用者が25万人を超え、市

場規模は約5,300億バーツにものぼる。 

 

第２節 タイ政府の取り組み 

 

タイでは政府主導により、ＩＴの基盤整備の推進に注力してきた。中でも「国家情報通信技術計画 2010

＇IT2010（1」という IT 基盤整備計画において、①電子政府＇e-Government（、②電子商取引

＇e-Commerce（、③電子産業＇e-Industry（、④電子教育＇e-Education（、⑤電子社会＇e-Society（という重

点分野の産業促進を強化してきた。具体的な成果として、「年約20％のEC市場規模の拡大」＇Ministry of 

Information and Communications Technology（が上げられている。また、2009年には「第二次国家情

報通信技術計画 2013」2を策定し、2013 年までに達成する目標値として、「各産業における電子化を 50％

に上昇させる＇中小企業においては 25％（」ことを上げている。 

2002年には商務省事業開発局＇Department of Business Development, Ministry of Commerce（に

電子商取引課＇The E-Commerce Division（が設置された。電子商取引課の主な目的は、ECの推進、EC

に関するデータセンターの整備、EC 事業に対する信頼性の向上、人材の開発、EC の環境整備を掲げて

いる。同課では、コンシューマー向け EC＇BtoC（活性化のため、ECサイトの登録＇第 4章 3.参照（や、トラ

ストマークの普及などを行っており、EC利用者に対する信頼性・安全性の向上を図っている。 

 

第３節 インターネットの普及状況 

 

かつてはタイ通信公社＇Communications Authority of Thailand（が事实上インターネット市場を独占

していたが、1997年の世界貿易機関＇WTO（基本電気通信交渉における合意に基づき、2005年に正式に

自由化された。現在では多くの ISP3事業者が市場に参入している。現在１４社＇事業登録は 18 社（がサー

ビスを提供している。 

  近年ではADSLの普及に伴い回線速度も向上しているものの、最速のサービスでも 12MB＇下り速度（

と先進諸国並とは言えない。他方、バンコクなど主要都市部にはインタ－ネットカフェが多数あり、空港、ホ

テル、カフェなどでは無線 LAN が充实している。また、これらのネット環境の整備は都市部が主であり、地

方と都市部＇特にバンコク（との格差は激しい。 

タイ国家統計局＇National Statistical Office of Thailand（が行った情報通信技術に関する調査4＇以下、

2008ICT調査（によると、2008年のパソコンの普及率は全国で24.8％、バンコクで56.1％であった。インター

ネットの世帯普及率は全国で8.6％、バンコクで27.2％であった。また、インターネット人口は約1,070万人と

推定している。このうち自宅にインターネット環境を持っている人口は約 300 万人。その他のユーザーは、

勤務先、学校、友人宅、インタネットカフェなどでのユーザーである。ちなみにタイの固定電話の世帯普及

率は 23.5％＇2008年（、携帯電話の人口普及率は 52.8％＇2008年（である。固定電話のインフラを整える前

に、投資額が比較的尐ない携帯電話の普及が伸びたことが伺える。 

なお、国連の組織である国際電機通信連合＇International Telecommunication Union（による 2008年の統

計では、タイのインターネット普及率は23.89％、利用人口は約1,342万人としている。国際電機通信連合の

統計による各国のインターネット普及率と利用人口は以下の通りである。 

表１－１ 国別インターネット利用人口と普及率（2008 年） 

                                                   
1 The Thailand Information and Communication Technology Master Plan 2000-2010 
2 The Second Thailand Information and Communication Technology Master Plan 2009-2013 
3 インターネットサービスプロバイダー 
4 The 2008 ICT Survey 
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国名 利用人口（万人） 普及率（％） 

タイ 1,342 23.89 

マレーシア 1,690 62.54 

シンガポール 310 69.99 

インドネシア 2,500 10.79 

日本 8,811 68.85 

（出所） Internet Indicators (International Telecommunication Union) 

 

 

第４節 EC普及状況 

 

(1) 概要 

 

2008 ICT調査によると、タイのＥＣ利用者は26万956人＇表１－２（で、インターネット利用者に占め

る割合は約 1.77％である。また、インターネット利用の主要目的が「ショッピング」である利用者は

63,702人で、インターネット利用者に占める割合は約0.58％である＇表1―3（。統計からはＥＣの利用

が進んでいるとは言えない。 

一方、ＥＣを利用したことが無い人にその理由を質問した結果、「セキュリティが不安」が 46.3％と最

も多く、次いで「価格が高い」＇37.6％（、「实物が確認できない」＇35.6％（、「詐欺などの不安」＇26.3％（、

「操作・手続きが難しい」＇19.6％（と続いた。＇複数回答による（ 

 

表1－２ ＥＣ利用人数（2006-2008 年）       （単位：人） 

2006 年 2007 年 2008 年 

115,682 132,758 260,956 

 （出所）The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

表１－3 インターネット利用の主要目的（2008 年）  

インターネット利用目的 人数 比率 

E メール 1,601,961 14.62% 

ゲーム 1,582,833 14.45% 

検索・ニュース閲覧 7,132,395 65.11% 

ショッピング 63,702 0.58% 

ダウンロード 144,950 1.32% 

チャット・掲示板 45,466 0.42% 

ネットバンキング 26,300 0.24% 

その他 356,173 3.25% 

（注） 複数回答による 1 位のみを抽出。  

（出所）The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

  

 タイの労働力人口＇約3,873万人、2009年12月末（の内訳を見ると、農業・漁業従事者が約40％を

占める一方、非農業従事者は約 2,280 万人である。農業・漁業従事者は地方に所在し、都市部と比べ

て所得や通信環境に格差がある。ＥＣを利用するのは都市部に住む非農業従事者と思われるが、非農

業従事者のみを対象としたＥＣ普及率は現在のところ公式なデータとして公開されていない。 

そこで、非農業従事者における EC 普及率をある程度把握するために簡易的なアンケートを行った。

対象はバンコク及び近郊のオフィスで働く給与所得者の男女 104 名である。巻末に全アンケート結果

を掲載した＇資料1参照（。簡易的なアンケートではあるが、給与所得者の間では一定のECの利用が

あるものと考えられる。 



 

3 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

表１－４ 給与所得者のインターネット利用状況 

設問 人数 比率 

自宅にインターネット環境がある 61 人 58.65％ 

インターネット・ショッピングを利用したことがある 68 人 65.38％ 

（出所）ジェトロによるアンケート調査（2010 年1 月） 

 

  

(2) 主要購入品目 

 

2008 ICT 調査によると、主な購入品目は「ファッション、アクセサリー」＇16.45％（、「書籍、雑誌」

＇13.6％（、「携帯電話、カメラ」＇12.79％（となっている。5 

 

表１－５ ＥＣ利用者の主な購入品目（2008 年） 

インターネット利用目的 人数 比率 

ファッション、アクセサリー 42,925 16.45% 

書籍、雑誌 35,499 13.60% 

携帯電話、カメラ 33,382 12.79% 

Ｅチケット 26,997 10.35% 

エンターテイメント、スポーツ、 

ステーショナリー 
24,905 9.54% 

家庭用品、事務用品 16,504 6.32% 

電化製品 15,598 5.98% 

各種予約 12,006 4.60% 

ソフトウェア 10,704 4.10% 

食品、飲料、医薬品 8,786 3.37% 

玩具、贈答品 6,450 2.47% 

ゲーム 4,765 1.83% 

不明 2,389 0.92% 

その他 20,046 7.68% 

合計 260,956 100% 

 （注）単数回答 

（出所）The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

 

 

                                                   
5購入頻度に関しては、タイ国家統計局、情報通信技術省＇Ministry of Information and Communications Technology（、主なEC事業者などに問

い合わせたが、データの取得はできなかった。 



 

4 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

(3) EC利用金額 

 

ＥＣにおける１人あたりの年間利用金額は表１－６のとおりである。最も多い層は 1,000～2,999バー

ツであり、1万バーツ＇約2.8万円（未満の利用者が約75％を占めている。ここから、利用金額はさほど

大きいとは言えない。 

 

表１－６ 年間ＥＣ利用金額（2008 年） 

金額（バーツ） 人数 比率 

500 未満 46,162 17.69% 

500-999 38,046 14.58% 

1,000-2,999 56,086 21.49% 

3,000-5,999 39,517 15.14% 

6,000-9,999 16,890 6.47% 

10,000-14,999 23,097 8.85% 

15,000-19,999 6,617 2.54% 

20,000 以上 31,970 12.25% 

合計 260956 100% 

（出所）The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

(4) EC利用の年齢層 

 

ＥＣの利用が最も多い年齢層は 25～29歳＇約 23％（であり、20代から 30代が全体の約 65％を占

めている。 

 

表１－７ 年齢別ＥＣ利用者数（2008 年） 

年齢 人数 比率 

14 歳以下 9,198 3.52% 

15-19 歳 26,705 10.23% 

20-24 歳 35,102 13.45% 

25-29 歳 60,351 23.13% 

30-34 歳 37,927 14.53% 

35-39 歳 35,047 13.43% 

40-49 歳 37,814 14.49% 

50-59 歳 14,924 5.72% 

60 歳以上 3,888 1.49% 

合計 260,956 100% 

（出所）The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

 

第５節 EC市場規模 

 

(1) EC市場規模の推移 

 

タイにおける EC 市場規模は約 5,300 億バーツ＇2008 年（であり、その約半数は政府調達

＇e-Auction（である。政府調達を差し引いた市場規模は、約2,400億バーツ＇2008年（である。 
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表1―８ タイにおける EC 市場の推移          （単位：百万バーツ） 

分類 
2006 年 2007 年 2008 年 

金額 比率 金額 比率 金額 比率 

BtoC 47,501 15.6% 63,425 14.8% 45,951 8.7% 

BtoB 79,762 26.1% 127,325 29.8% 190,751 36.2% 

BtoG* 177,932 58.3% 236,710 55.4% 290,836 55.1% 

合計 305,195 100% 427,460 100% 527,538 100% 

（注） BtoGにはe-Auctionと呼ばれる政府調達が含まれている。2008年におけるe-Auctionの総額は288,749（百万バ

ーツ）に上り、BtoG の約99.3％を占めている。 

（出所）The 2006 ICT Survey、 The 2007 ICT Survey、 The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

タイのEC市場は2006年からの３年間、順調に拡大していると言える。特にBtoBは３年間で約2.4

倍に拡大している。一方、BtoC は伸び悩んでおり、2007 年には一旦上昇したものの、2008 年には

2006年の水準を下回っている。但し、日本と比べると BtoC と BtoBの市場規模の差はそれほど開い

ていない。6 

 

(2) 販売品目別規模＇EC市場全体（ 

 

2008年の販売品目別の市場規模を見ると、自動車関連が約716億バーツと、2006年から約3.3倍

となっている。これは商品の単価が高いことが最も大きな理由と考えられる＇实際に輸入車や中古車な

どをネットで販売している事業者もある（。次いでIT関連が約594億バーツで、2006年から約4.6倍と

こちらは大きく増加している。その他の品目には大きな変化はないが、書籍・事務用品が規模は小さい

ながら約2.9倍に拡大している。 

また、表１－５で見た「ＥＣ利用者の主な購入品目」で上位にランクされている、書籍・雑誌、ファッショ

ン・アクセサリーなどは、市場規模で見ると比較的小規模である。これは製品単価が比較的低いことが

主な理由であろう。日本でもファッション・アクセサリーの EC 市場における規模は、自動車関連の約

10％程度である7。 

 

表１－９ EC 市場における品目別販売額推移（ＥＣ市場全体）      （金額単位：百万バーツ） 

分類 
2006 年 2007 年 2008 年 

金額 比率（％） 金額 比率（％） 金額 比率（％） 

IT 関連 12,795 10.0 31,136 16.1 59,420 24.9 

ファッション 11,226 8.7 10,595 5.5 11,811 4.9 

観光 7,675 6.0 18,182 9.4 10,570 4.4 

自動車 21,809 17.0 32,433 16.8 71,617 30.0 

書籍・事務用品 1,761 1.4 4,469 2.3 5,056 2.1 

サービス 10,053 7.8 6,780 3.5 3,657 1.5 

その他 63,157 49.1 89,883 46.4 76,658 32.2 

合計 128,476 100 193,478 100 238,789 100 

（注） 上記数値には政府調達（e-Auction）は含まない。 

（出所）The 2006 ICT Survey、 The 2007 ICT Survey、 The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

 

 

                                                   
6 2008年の日本のEC市場規模は、BtoBが 159兆円、BtoCが 6.1兆円。＇経済産業省「平成20年度我が国の IT利活用に関する調査研究＇電子

商取引に関する市場調査（」 
7経済産業省「平成20年度我が国の IT利活用に関する調査研究＇電子商取引に関する市場調査（」 
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表１－１０ EC 市場における品目別販売額推移（BtoB）         （金額単位：百万バーツ） 

分類 
2006 年 2007 年 2008 年 

金額 比率（％） 金額 比率（％） 金額 比率（％） 

IT 関連 7,907 9.9 16,288 12.8 51,668 27.1 

ファッション 3,641 4.6 5,800 4.6 7,132 3.7 

観光 1,332 1.7 8,294 6.5 1,387 0.7 

自動車 19,669 24.7 16,024 12.6 59,167 31.0 

書籍・事務用品 1,173 1.5 1,112 0.9 2,433 1.3 

サービス 4,547 5.7 3,092 2.4 1,697 0.9 

その他 41,457 52.0 76,715 60.3 67,267 35.3 

合計 79,726 100 127,325 100 190,751 100 

（出所）The 2006 ICT Survey、 The 2007 ICT Survey、 The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

表１－１１ EC 市場における品目別販売額推移（BtoC）         （単位：百万バーツ） 

分類 
2006 年 2007 年 2008 年 

金額 比率（％） 金額 比率（％） 金額 比率（％） 

IT 関連 4,684 9.9 14,310 22.6 6,782 14.8 

ファッション 7,543 15.9 4,793 7.6 4,564 9.9 

観光 6,306 13.3 9,820 15.5 9,041 19.7 

自動車 2,139 4.5 16,408 25.9 12,440 27.1 

書籍・事務用品 538 1.1 3,269 5.2 2,307 5.0 

サービス 4,731 10.0 3,674 5.8 1,724 3.8 

その他 21,560 45.4 11,151 17.6 9,093 19.8 

合計 47,501 100 63,425 100 45,951 100 

（出所）The 2006 ICT Survey、 The 2007 ICT Survey、 The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

（参考）品目分類表 

分類 内容 

IT 関連 
コンピューター及び周辺機器・部品、電化製品及び部品、ウェブデザイン、ソフトウェア、インタ

ーネットプロバイダー、通信機器、デジタル機器等 

ファッション 衣類（皮革製品含む）、香水、化粧品、アクセサリー 

観光 宿泊施設、航空券、ツアー 

自動車 自動車・バイク及び各種関連製品・部品、ゴム製品、プラスチック製品 

書籍・事務用品 書籍、印刷物、印刷、事務用品、紙製品 

サービス 会計、法務、各種保険、医療、各種コンサルティング 

その他 化学製品、家具、不動産関連サービス、食品、その他 

 

第６節 ECにおける流通・配送の現状 

 

(1) 在庫・保管 

 

EC市場における流通形態は、通常の物販における流通と同様である。各EC事業者それぞれが流

通形態を維持している。大手ネットショップサイトによるウェアハウスの共有や、政府機関によるサポート

や共有なども確認されていない。 

(2) 配送方法 

 

EC市場における商品の配送方法としては、主に以下の３ついずれかの方法を取っている。 
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 郵便局＇Thailand Post（ 

 自社従業員による配送 

 配送業者 

タイ国家統計局が EC 事業者＇47,000 事業者、有効回答数 1,606、複数回答（を対象として、2009

年4月から7月に行った配送方法に関するアンケート調査＇以下、2009EC事業者アンケート（によると、

EC 事業者が利用している配送方法で最も多いのは郵便局＇74.9％（で、次いで自社従業員による配

送＇35.5％（、各種配送業者＇23.9％（となっている。 

 

(3) 郵便局＇Thailand Post（ 

 

タイの郵便局はタイ全土に配送網を持ち、他の配送業者に比べ配送費が安いのが特徴である。配

送専門の自社スタッフを雇用するのが難しい小規模事業者にとっては最も効率の良い方法と言える。

また、郵便局では「Track & Trace」という配送物の追跡サービスも提供しており、事業者・購買者ともに

ウェブサイトで商品の配送状況の確認が可能である。 

また、上述のアンケート結果によると、商品の発送から到着までの日数として、2～3 日との回答が

53.9％と最も多かった。郵便局の配送に関する不満点として、「料金が高い」＇64.1％（、「遅延」

＇43.4％（、「配送時の商品の扱いが荒い」＇39.2％（といった声があがっている。 

料金は重量により規定されており、全国一律料金である。 

 

表１－１２ タイ国内 EMS 料金 

重量（ｇ） 料金（バーツ） 

501～1000 62 

1501～2000 92 

2501～3000 122 

3501～4000 162 

4501～5000 202 

9501～10000 472 

 （出所）Thailand Post の料金表を元に抜粋 

 

なお、中小企業振興局＇Office of SME Promotion、OSMEP（では、配送方法に関する相談のあっ

た EC 事業者へは、郵便局の利用を勧めている。また、中小企業振興局では郵便局と提携し、独自の

ショッピングモールサイト＇www.emarket.sme.go.th（を立ち上げ、中小企業の EC 参入をサポートし

ている。 

 

(4) その他の配送業者 

 

全国各地に集荷拠点を置き、誰もが便利に利用できる日本の宅配便に該当するようなサービスを提

供している企業は無い。タイの配送業者のサービス内容は、国際クーリエ＇FedEx、UPS 等（の業態と

ほぼ同一である。商品の取扱いに注意を払い、集荷サービス＇荷物を集荷に来るサービス（等で、郵便

局よりも高品質なサービスを提供している。しかし、より良いサービスを提供する反面、郵便局に比べそ

の料金は数倍となっている。 

以下は主な配送業者のリストである。 

  



 

8 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

（参考） タイの主な配送業者リスト 

① TNT EXPRESS 

社名 TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 

所在地 1768 Thai Summit Tower, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320 

Tel:0-2257-6555 ,0-2257-6000 Fax:0-2257-6591 

集荷サービス 有り 

料金設定 重量及び距離 

料金例（重量：１ｋｇ、距離：２０ｋｍ） 301 バーツ 

 

② THAI PARCELS 

社名 THAI PARCELS CO., LTD. 

所在地 444 Khew Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel:0-2492-383 

集荷サービス 有り（有料） 

料金設定 重量及び距離 

料金例（重量：１ｋｇ、距離：２０ｋｍ） 200 バーツ（持込の場合）、470 バーツ（集荷の場合） 

 

③ PORLAR EXPRESS 

社名 Porlor Express Co.,Ltd. 

所在地 99/153 Moo.15 Khwaeng Saphan Sung , Bangkok  10250 

Tel:0-2368-2111 

集荷サービス 無し 

料金設定 重量及び距離 

料金例（重量：１ｋｇ、距離：２０ｋｍ） 64 バーツ 

 

 

第７節 ECにおける決済方法 

 

(1) タイのEC決済の特徴 

 

タイのEC決済方法は主に２種類に分類される。ひとつはクレジットカード、デビットカード、電子マネ

ーといったオンライン決済サービスである。もうひとつはオンラインで決済が確定されない、銀行や郵

便局での振込み、ATMでの入金処理、着払いなどである。 

2009EC 事業者アンケートによると、ＥＣ事業者側が提供している決済方法として、「ATM

＇eBanking含む（」が 68.2％と最も多く、次いで「クレジットカード」＇38.7％（、PayPal等の「オンライン

決済サービス」＇29.6％（と続いている。後述するように、ATM での支払いはショッピングサイト内での

決済ができないため、後刻ATMで処理を行う必要があり、利用者側の利便性を考えたサービスとは言

えない。EC 市場の拡大にはオンラインで確定する決済手段の拡充が不可欠であるが、この点ではタ

イはまだ途上にあると言える。 

一方、2008 ICT 調査によると、購入者が利用した決済方法に多尐違いが見られる。表１－１３によ

ると、2006年では上記のアンケート調査結果と同様に、銀行振込の比率が約53％と最も高く、クレジット

カード/デビットカードの比率は 30％に満たなかった。後述するように、銀行振込は振込み者の名前が

登録されないという問題がある。これはタイの銀行業法における特徴であるが、振込みではなく「預け

入れ」として処理されるからである。 

しかし、2008年にはクレジットカード/デビットカードの比率は 48％とほぼ半数にのぼり、逆に銀行振

込は約24％と落ち込んでいる。2008年調査ではクレジットカード/デビットカードの項目を更に分類し、

クレジットカードは約35％、デビットカード＇ATMカードを含む（は約13％というデータが得られている。



 

9 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

クレジットカードのみでも銀行振込を上回っていることが伺える。 

 

表１－１３ EC 決済方法 

年 単位 合計 

決済方法 

クレジットカード/デ

ビットカード 

ネットバン

キング 
現金 

銀行 

振込 

郵便局 

振込 
その他 

2006 
人数 115,682 33,923 1,258 10,336 60,905 7,476 1,785 

比率 100% 29.32% 1.09% 8.93% 52.65% 6.46% 1.54% 

2007 
人数 132,758 33,847 2,308 12,485 62,327 20,226 1,566 

比率 100% 25.50% 1.74% 9.4% 46.95% 15.24% 1.18% 

2008 
人数 260,956 125,256 11,809 15,070 62,277 14,090 29,709 

比率 100% 48% 4.53% 5.77% 23.86% 5.4% 11.38% 

（注１）2008 年の「クレジットカード/デビットカード」はそれぞれの数値が算出されており、クレジットカード（91,862 人/約 35％）、

デビットカード（33,394 人/約13％）である。 

（注２）「オンライン決済サービス（e-Wallet）」が含まれていないが、タイ国家統計局によると、「該当する分類項目を設けていな

かったため、正確なことは不明であるが、その他に含まれているのでは」としている。  

（出所）The 2006 ICT Survey、 The 2007 ICT Survey、 The 2008 ICT Survey （タイ国家統計局） 

 

このようにクレジットカード/デビットカードが普及した背景には、まずカード所有者の増加が考えられ

る。2008年のクレジットカード発行枚数は約 1,300万枚で、2006年から約 300万枚増加している。こ

れに加え、大手ショッピングサイトのウィ・ーラブ・ショッピング＇www.weloveshopping.com（やタラー

ド・ドット・コム＇www.tarad.com（等による、自社サイト内の出店者への決済サービスの提供なども、ク

レジットカードの利用増加に繋がっていると推測される。    

 

(2) 主な決済方法 

 

④ ATMカード 

 

ATM は比較的ポピュラーな決済方法であるが、日本の ATM からの「現金振込み」とは違うの

で注意が必要＇タイのATM機は現金の入金に対応しているものは稀である（。利用者が銀行口座

を有しATMカードを保持していることが前提である。 

利用者は自身のATMカードを使い、対応するATM機で事業者側から発行された「注文番号」

を入力し、指定金額を送金する。事業者側が入金を確認した時点で決済完了となり、商品の発送

になる。 

事業者側は銀行口座を開設するだけで決済手段を確保できるため、一般的な決済方法となっ

ている。 

 

 

図１－１４ ATM での決済手順 

サイトで注文を確定 

↓ 

サイトから注文番号の発行（サイト内もしくは E メールで） 

↓ 

ATM 機で注文番号を入力、送金 

↓ 

事業者側で入金の確認 

↓ 
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商品の発送 

 

⑤ クレジットカード 

 

2009EC事業者アンケートによると、タイのEC事業者でクレジットカードによる決済が可能な業

者は 38.7％である。また、クレジットカードの国内発行枚数は約 1,370万枚8＇2009年（で、カード

保有者の一人あたりの保有枚数は３枚程度と見られている。カード発行の審査にあたっては、月

収 15,000バーツ以上＇カード発行会社により 20,000バーツ以上（という基準がある。大手銀行の

カシコン銀行＇Kasikorn Bank（によると、月収 15,000 バーツ以上の給与所得者は、300 万～

350万人、総労働人口の 8％から 10％がこれに該当する。 

タイの人口は約 6,339 万人＇2008 年（であり、国民一人あたりのクレジットカード保有枚数は約

0.2枚となる。日本のクレジットカード発行枚数は約3億1,000万枚＇2009年3月、社団法人日本

クレジット協会（であり、国民一人あたりのクレジットカード保有枚数は約 2.4 枚。タイのクレジットカ

ード保有率は日本のほぼ 10分の 1である。 

 

表１－１５ タイのクレジットカード発行枚数 

年 累計発行枚数 

2005 934 万枚 

2006 1,072 万枚 

2007 1,233 万枚 

2008 1,297 万枚 

2009 1,370 万枚 

（出所）タイ中央銀行 

 

  このようにタイ国民のクレジット保有率は比較的低いものの、EC利用者のうちクレジットカードを

主な決済手段としている比率は約 35％に上っており、今後も順調に増加するかは事業者側の対

応次第と言える。 

 

（参考）クレジットカード加盟の審査基準（法人の場合） 

審査・基準 カシコン銀行 バンコク銀行 

法人設立後経過年数 3 1 

最低資本金 200 万バーツ 100 万バーツ 

タイ人代表者 規定無し 要 

デポジット（証拠金） 20 万バーツ以上（審査による） 10 万バーツ 

 

 

⑥ オンライン決済サービス 

 

 ペイパル＇PayPal（ www.paypal.com 

 

ペイパルとはアメリカ合衆国の Paypal Inc.9が提供する、イ

ンターネットとメールアドレスを利用して口座間のオンライン送金を可能にしたシステム。約

190 ヶ国、24 の通貨で利用されており、世界の口座開設实績は約 2億アカウント。売り手・買

い手双方がペイパルの口座を開設していることが条件である。 

                                                   
8 出所：Bank of Thailand 
9 親会社はアメリカの eBay。eBay Inc.＇イーベイ（は、ネット通信販売やインターネットオークションを手がけるアメリカの会社である。インターネットオ

ークションでは世界最多の利用者を誇る。 
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口座の開設は無料で、銀行振込のように口座番号や名義人などを指定しなくても、メール

アドレスだけで決済が可能。ペイパル口座はインターネットバンクと違い、实際に現金を保管

しているわけではないため、比較的安全な決済手段と言える。 

ペイパル口座への入金は、アメリカ合衆国以外ではクレジットカードのみ対応しており、クレ

ジットカードが無い場合は利用できない。 

 

＜売り手側のメリット＞ 

銀行振込では口座入金確認の手間がかかるが、ペイパルの場合、インターネット環境さえ

あればどこにいても入金の確認が即可能である。また、クレジットカードの場合、特に国際取

引では高額の手数料を請求されるが、ペイパル口座間では手数料が無料＇ドル決済の場合（

なため、特にアメリカ合衆国で普及している。支払いが即時に实行されるので、商品をより早く

配送することができるというメリットもある。 

 

＜買い手側のメリット＞  

ペイパルを使用することは、複数通貨での取引を国内の取引と同じように行うことができ、支

払いをすぐに送金できることを意味する。利用手数料が安い＇米ドルは無料（ことや、決済方法

にペイパル決済のみを採用している EC 事業者がいるため、アメリカを中心に普及している。

金銭の授受をペイパルが仲介するため、取引先にクレジットカード番号や口座番号を知らせ

る必要がなく、安全なサービスであるとされている10。 

 

 ペイサバイ＇Paysbuy（ www.paysbuy.com 

 

ペイサバイとは、2004年に導入されたタイ独自のオンライン

決済サービスである。Paysbuy Co., Ltd.が運営し、2009年の会員数は約80,000人である。

サービスの内容は上述のペイパルと同様である。米国以外の居住者がペイパルを利用する

場合、口座への入金にはクレジットカードが必要であるが、ペイサバイの場合、銀行振込み、

インターネットバンキング、ATMカードからの入金も可能であることが違いと言える。 

ペイサバイとは、ペイ＇支払うの意味の英語（とサバイ＇楽、簡単の意味のタイ語（をつなげた

名称である。なお、商務省事業開発局や、中小企業振興局では、EC 事業者からの決済方法

の相談に対しては、Paysbuyの利用を勧めている。 

ただし、2009年のペイサバイの年間処理金額は約 4億バーツにとどまり、BtoCによるＥＣ

市場の 1％にも満たない。 

 

 

表１－１６ Paysbuy の利用者数と年間処理金額 

 会員数（人） 年間処理金額 

2008 年 68,000 約3 億バーツ 

2009 年 80,000 約4 億バーツ 

（出所）Paysbuy Co., Ltd.へのヒアリング 

 

なお、売り手、買い手双方がペイサバイ口座を使用するため、決算処理ごとの手数料はか

からないが、ペイサバイ口座から引き出す＇銀行口座へ送金（際に手数料 4％がかかる。 

 

⑦ Pay@Post＇ペイ・アット・ポスト（ 

 

Pay@Post＇ペイ・アット・ポスト（はタイ郵便局が提供す

                                                   
10 システムを悪用した者によるトラブルも報告されている。 



 

12 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

る支払いカウンターサービスである。タイ全国の郵便局 1,177 ヵ所＇2009年 12月实績（で支払い

が可能。支払い手数料は１件につき20バーツ。ＥＣ事業者が本サービスに加入するには、銀行口

座があることが条件である。加入金は 3 万バーツから、取扱商品数などの事業規模により規定。

月々のサービス料は 2,000バーツ。 

 

⑧ 銀行振込 

 

銀行振込には銀行窓口での振込みと、自動振込機＇Deposit machine（の２種類の方法がある。

どちらも振り込み側の氏名やその他の情報が明記されないという欠点があり、他の決済方法に比

べ更に手続きが煩雑になる。 まず利用者は事業者側からの指定口座へ購入金額を振り込み、振

込用紙の控えをスキャンして E メールするかファックスを事業者側へ送るかにより、振込み番号を

知らせる必要がある。事業者側が入金履歴と利用者からの情報を照合し、注文内容と入金が一致

した段階で決済完了となる。 

 

⑨ インターネットバンキング＇Internet Banking（ 

 

タイの全ての商業銀行で利用可能である。但し、インターネットバンキングを利用して振込みを

行った場合でも、振込み側の氏名やその他の情報は振込先の口座へは伝わらない。 

 

⑩ カウンターサービス＇CounterService（ 

 

カウンターサービス＇CounterService（はタイの財閥系CPグループ傘下の

Counterservice Co., Ltd.が運営する各種支払い窓口サービスである。1994

年に設立され、全国約 5,000店以上のセブンイレブン、デパート、ショッピング

モール等に窓口を持っている。公共料金、電話料金、税金等の支払いが可能で、は日本のコンビ

ニエンスストアのサービスとほぼ同様である。１回＇１ヶ所（の支払い限度額は 3万バーツである。 

事業者側の手数料は無く、料金受領後 3 営業日で登録した銀行口座へ入金される。契約サー

ビス料は支払い窓口の数やエリアで決められている。 

 

⑪ 着払い 

 

着払いは主に自社配送スタッフによる集金か、郵便局による「Cash On Delivery」という配送時

料金徴収サービスで利用される。決済方法としては「現金」に分類されるが、2009EC 事業者アン

ケートでは全体の 5.7％に過ぎない。購入者側にとってはリスクが無い決済方法であるが、事業者

側にとってはイタズラや詐欺などのリスクがあり、入金までの時間が掛かることが問題である。 

 

⑫ 携帯電話 

 

携帯電話での決済は、携帯電話キャリア大手のエー・アイ・エス＇ＡＩＳ（とトゥルームーブ＇True 

Move（が提供している。エー・アイ・エスは「mPay＇エムペイ（」、トゥルームーブは「TrueMoney

＇トゥルーマネー（」というサービス名でそれぞれ展開している。双方とも、携帯電話からのオンライ

ン決済と、全国要所に設けられた窓口での支払いが可能である。 

 

 ｍPay＇エムペイ（ 

携帯電話販売店、エー・アイ・エスの窓口、右に掲載したmPayマークがあ

る飲食店やサービスカウンターでの支払いが可能。上述の

「CounterService」や「Pay@Post」とほぼ同様のサービスである。支払い

側の事前登録の必要は無い。 
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携帯電話を使った決済には、事前にクレジットカードもしくは銀行口座を登録するか、

「mCash＇エム・キャッシュ（」と呼ばれる口座へ現金をデポジットする必要がある。MCash口

座の残高を超えての利用はできない。また、クレジットではないため、電話料金と共に請求さ

れるサービスではない。 

 

 TrueMoney＇トゥルーマネー（ 

右に掲載した TrueMoney マークがあるサービスカウンターで

の支払いが可能。運営するトゥルームーブは携帯電話、衛星テ

レビ放送、インターネットプロバイダー等のグループ企業のひとつであるため、各地に設け

られたグループ企業のサービスカウンターでも支払いが可能。上述の「CounterService」や

「Pay@Post」とほぼ同様のサービスである。支払い側の事前登録の必要は無い。 

携帯電話やパソコンを使ったオンライン決済には、事前にクレジットカードもしくは銀行口座

を登録するか、TrueMoney 口座へ現金をデポジットする必要がある。口座残高を超えての

利用はできない。また、クレジットではないため、電話料金と共に請求されるサービスではな

い。 

 

(3) 決済方法比較 

 

表１－１７ 決済方法による手数料比較 

決済方法 種別 売り側負担手数料 支払い側負担手数料 

クレジットカード オンライン 3～5% 各社規定による 

ネットバンキング オンライン 無 各社規定による 

ペイサバイ オンライン 4%11 無 

TrueMoney オンライン12/オフライン 4%13 無 

mPay オンライン14/オフライン 無 10～15 バーツ 

ＡＴＭ オフライン 無 各社規定による 

Counter Service オフライン 無 15 バーツ 

銀行振込 オフライン 無 各社規定による 

Pay@Post オフライン 無 20 バーツ15 

代金引換16 オフライン 40 バーツ17 無 

（出所）各社資料及び電話ヒアリング 

 

第８節 小売店などによるインターネット販売の現状 

 

(1) タイのEC事業者数 

 

タイのＥＣ事業者数は、商務省事業開発局のオンライン・データベース18で公表されている。2010年

2月22日現在、ECウェブサイト登録数は 7,442件、ＥＣ事業登録者数＇法人及び個人（は 6,073者で

ある。EC事業登録者のうち法人は 1,994社で全体の約3分の 1に過ぎない。 

また、登録業種別ウェブサイト件数＇表１－１８（では、「コンピューター、インターネット」が 4分の 1を

占めており、次いで「ファッション、アクセサリー、宝飾品」、「旅行」と続いている。既述の販売品目別市

                                                   
11 処理ごとの手数料はかからないが、ペイサバイ口座からの引き出し時に手数料が発生する。 
12 パソコンもしくは携帯電話から、TrueMoney口座を利用した場合。 
13 処理ごとの手数料はかからないが、ＴｒｕｅＭｏｎｅｙ口座からの引き出し時に手数料が発生する。 
14 パソコンもしくは携帯電話から、mCash口座を利用した場合。 
15 支払い内容＇公共料金、保険料金など（に応じて手数料が規定されている。インターネットショッピングに関する支払いの手数料は 20バーツ。 
16 代金引換には郵便局による「Cash on Delivery」の他、自社スタッフによる集金や配送業者への委託も含まれる。 
17 郵便局による「Cash on Delivery」サービスを利用した場合の手数料。 
18 E-Directry & E-Registration 
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場規模＇BtoC（＇表１－１１（の上位業種とほぼ一致している。 

 

表１－１８ タイの EC ウェブサイト登録数 

業種 ウェブサイト件数 比率 

コンピューター、インターネット 1,815 24.4% 

ファッション、アクセサリー、宝飾品 831 11.2% 

旅行 670 9.0% 

健康、医療 545 7.3% 

ゲーム、ギフト、玩具 385 5.2% 

機械 269 3.6% 

不動産、インテリア 179 2.4% 

エンターテイメント 141 1.9% 

教育 126 1.7% 

自動車、バイク 125 1.7% 

ファイナンス、法律、会計 106 1.4% 

飲食 100 1.3% 

携帯電話、カメラ 97 1.3% 

社会、人間 87 1.2% 

ニュース、メディア 65 0.9% 

芸術、文化 61 0.8% 

スポーツ、余暇 38 0.5% 

その他 1,802 24.2% 

合計 7,442 100.0% 

（出所）商務省事業開発局 

 

(2) ECサイトの公開方法 

 

タイのインターネットを利用した販売は、ショッピングモールサイト型19と、独自サイト型に大別され

る。 

 

⑬ ショッピングモールサイト型 

 

複数のショップが出店するショッピングモールサイトには、主に中小の小売業者や個人経営の

ショップが多く集まっている。タイ国内のショッピングモールサイト大手のタラード・ドット・コムやウィ

ー・ラブ・ショッピングは、約 20 万の出店数20があり、規模の小さなショップにとっては、ショッピン

グモール内での相乗効果も期待できる。 

また、決済手段の確保、ショッピングカート、商品のデータベース、ウェブページの製作等は、

規模の小さいショップにとってハードルが高く、このような技術的サービスを提供＇又はコンサルテ

ィング（するショッピングモールは、中小企業、個人経営者、新規にＥＣ参入する事業者にとって、

比較的低い初期投資での参入を手助けする存在ともなっている。今後もこれら大手ショッピングモ

ールサイトでの出店数は着实に増加すると見込まれる。 

 

 

 

                                                   
19 インターネット上で複数の商店のページ＇電子商店（をひとつのサイトにまとめて、様々な商品を販売するウェブサイトのこと。電子商店街、ネット商

店街、サイバーモール、電子モールなどの呼称がある。日本では楽天市場、ヤフーショッピングなどがある。 
20 2010年3月現在、タラード・ドット・コム＇www.tarad.com（は約17万店舗、ウィー・ラブ・ショッピング＇www.weloveshopping.com（は約21万店舗。 
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⑭ 独自サイト型 

 

一方、独自のウェブサイトを活用しネット販売を行っている企業の多くは、タイ国内でも大手企業

が中心となっている＇第５章参照（。しかし、一般的には独自型でネット販売を利用する企業は尐な

く、大手企業にとってもネット販売の利用はまだ浸透していないのが現状である。 

タイでネット販売の利用が比較的普及している業界は、書籍、家電・ＩＴ、化粧品、通信販売会社

＇テレビショッピング含む（などである。反対に、ネット販売が進んでいない業界は、食品、ドラッグ

ストア＇薬（、衣料品＇ファッション（、スポーツ用品などである。 

 

(3) ショッピングモールサイトの出店数 

 

タイのショッピングモールサイトは数多くあるが、出店数、商品数、集実数において主要ショッピング

モールと言えるのは、表１－１９にある 6 サイトである＇各サイトの詳細は第５章参照（。筆頭のウィー・ラ

ブ・ショッピングでは約21万の出店数を誇るが、タイ国内で登録されているECウェブサイト数は7,442

件21に留まっており、約 20 万の出店者のうち、そのほとんどが個人間の売買＇CtoC（を目的としたもの

であることが推測される。 

 

 

表１－１９ 主要ショッピングモールの出店数 

サイト名 出店数 

ウィー・ラブ・ショッピング 209,054 

タラード・ドット・コム 173,485 

プラムン・ドット・コム 3,057 

タイ・オンライン・マーケット 50,136 

パンティップ・マーケット 3,847 

タイ・セカンドハンド 90,554 

（出所）各ウェブサイト及び電話ヒアリング（調査期間：2010 年3 月2 日～3 月10 日） 

 

第９節 携帯電話を利用したECの現状と可能性 

 

(1) GPRS / EDGE  

 

タイの携帯電話でインターネットを利用するには、GPRS(General Packet Radio Services)や、

EDGE(Enhanced Data Rates for Global Evolution)といった、データ通信サービスに加入している

ことが条件である。これらのデータ通信サービスは、システムの上では日本の「iモード」に相当する。し

かしながら、コンテンツが未発達なため、一般的な普及には繋がっていない。着メロ、待ち受け画面、

ネットバンク、ニュース等がコンテンツの大半を占める。商品やサービスを紹介したサイトも存在するが、

携帯電話のシステム上の問題で決済を行うことができない。スマートフォンの普及も手伝って、今後とも

拡大する見込みは無いと思われる。 

 

(2) スマートフォン 

 

スマートフォンとは、携帯電話・ＰＨＳと携帯情報端末＇ＰＤＡ（を融合させた携帯端末のことである。タ

イでもウィンドウズモバイル＇Windows Mobile（の発売と共に普及が拡大し、昨年発売されたアップル

社のアイフォーン＇iPhone（22により加速度的に普及が拡大している。 

                                                   
21 2010年2月22日現在、商務省事業開発局データベース 
22 タイ国内ではトゥルームーブ＇True Move（社が独占販売している。 
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スマートフォンのようなＩＴ関連製品は、先進国での拡大と時間差は感じられない。タイでは若者を中

心に中間層の先端技術製品に対する意識は非常に貪欲である。ちなみに、アイフォーン＇iPhone（は

2009年１月からの１年間で販売台数は 10万台を超えた。 

スマートフォンは既存の携帯電話に比べ、画面が大きく、パソコンと同じようにウェブサイトの閲覧が

可能である。よって、携帯電話のデータ通信サービスを利用せずとも、インターネットの利用が可能で

ある。世界的にもスマートフォンの益々の拡大が見込まれている。 

 

(3) 携帯電話を利用したＥＣの可能性 

 

上述の通り、今後はスマートフォンによるインターネットの利用が拡大すると思われるため、使用する

端末による制限はなくなってくる。つまり、携帯電話からもパソコンからも、同じウェブサイトを閲覧し、シ

ョッピングをすることが可能となってくる。 
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第２章 通信販売（カタログ販売）市場 

 

第１節 概要 

 

タイにおける通信販売＇カタログ販売（は、ダイレクトマーケティングのひとつとして定義23されている。一

般的にはメールオーダー＇Ｍail Order（と呼ばれ、大きく 2種類に分類される。 

ひとつは、複数の店舗を持ちながら通信販売をおこなう事業者である。商品の受け取りに関して、購入者

が店舗か自宅等を選択できるシステムである。セブンイレブンを運営するＣＰオール＇CP All（社の総合カタ

ログ販売である「セブンカタログ＇7-Catalog（」等がこれに該当する。 

もうひとつは、通信販売やインターネット販売のみのシステムを採用する無店舗販売24の事業者である。

総合「フライデーカタログ＇Friday Catalog（」、オフィス用品「オフィスメイト＇Office Mate（」、化粧品「ミステ

ィーン＇Mistine（」、同じく化粧品「エイボン＇Avon（」などが該当する。 

どちらのシステムの場合も、注文は電話、ファックス、郵便を通じて行われる。 

インターネット利用の拡大に伴い、これらの通信販売事業者はＥＣ販売も同時に行っており、販路の拡大

に努めている。 

2000 年頃までは通信販売といえば化粧品やダイエット器具が主な市場であったが、1999 年にセブンイ

レブンという大流通網を持った「セブンカタログ」が参入し、以後、日用品、オフィス用品、家具など幅広い業

種に拡大している。 

 

第２節 市場規模 

 

タイ政府による市場規模の把握はされていない。タイダイレクトマーケティング協会＇Thai Direct 

Marketing Association（によると、2008年の通信販売市場は約15億バーツである。 

 

第３節 流通・配送 

 

商品の流通・配送は、2通りの方法がある。ひとつは受注から配送まで自社内で行う方法である＇図２－１（。

これは化粧品等、自社ブランド製品のみを扱っている通信販売事業者の多くが採用している方法である。も

うひとつは、自社倉庫内に商品を保有せず、サプライヤー＇製造元・輸入元（を通じ配送を行う方法である

＇図１－２０（。配送地域がバンコク及びその周辺の場合は、主に自社スタッフ＇もしくはサプライヤーの配送

スタッフ（が行う。地方の場合は、化粧品などの小さなものはＥＭＳなどの小包、大きなものは配送業者へ依

頼することが多い。 

 

図２－１ 自社による配送システム 

 

 

 

  （カタログ送付）        （注文）         （受注/在庫確認）      （検品・発送）          （納品） 

 

                                                   
23 2002年ダイレクトセールス及びダイレクトマーケティング法＇Direct Sales and Direct Marketing Act, B.E.2545（による定義。 
24 ミスティーンやエイボンなど、アンテナショップを設けている事業者もある。 

通販会社 ユーザー 通販会社 倉庫 ユーザー 
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図２－２ サプライヤーを通した配送システム 

 

 

 （カタログ送付）         （注文）            （受注）                            （納品） 

 

 

                                  （在庫確認・発注）                 （検品・発送）   

 

 

第４節 決済方法 

 

決済方法は主に 6 種類。着払い＇代金引換（、クレジットカード、銀行振込、ＡＴＭによる入金、携帯電話

＇mPay、TrueMoney（、郵便為替の送付である＇それぞれの決済方法の詳細は第１章 7.参照（。主な通信

販売事業者 11社への電話ヒアリングによると、着払い＇代金引換（が最も多く、11社中９社が１位に上げた、

通信販売における最もポピュラーな決済方法であることが伺える。 

 

第５節 購入品目ランキング 

 

タイ小売業協会＇Thai Retailers Association（へのヒアリングによると、通信販売による販売で売上最多

の購入品目は化粧品＇美容・コスメティック（で、通販市場全体の半数を占める＇表２－３（。 

 

表２－３ 通信販売における購買品目ランキング（2008 年） 

分類 商品 比率 

化粧品 化粧品、美容用品、ダイエット用品、サプリメント 50％ 

家庭用品 台所用品、サニタリー用品、清掃用品 30％ 

その他 生活用品、電化製品、書籍、衣類など 20％ 

（出所）Thai Retailers Association へのヒアリング 

 

第６節 購買層 

 

 タイ小売業協会＇Thai Retailers Association（へのヒアリングによると、購買者の居住地域はバンコク＇約

40％（、その他の県＇約60％（である。また、購買者の最終学歴は、中学以下＇3％（、高校・学士＇87％（、修

士・博士＇10％（となっている。 

 

通販会社 ユーザー 通販会社 

サプライヤー 

（製造元・輸入

元） 

ユーザー 
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第７節 主な通販事業者 

 

(1) セブンカタログ＇7-Catalog（ 

 

全国に展開する約 5,000店舗＇2009年（の流通網を活かしたタイ最大の通信販売。電話、ファックス、

Ｅメールによる注文の他、ウェブサイト、セブンイレブンの店舗でも注文が可能。カタログ発行は年間

200万部を超え、主力の化粧品・美容関連商品、家庭用品、子供向け玩具をはじめ、書籍、衣類、電化

製品、カー用品等、幅広い品揃えが特徴。 

 購買者の約 70％25がセブンイレブンの店舗で注文しており、コンビニエンスストアとしての強みを最

大に活用していることが伺える。ちなみに、電話＇24 時間対応（による注文は約 5％、ウェブサイトから

は約5％である。 

 

社名 CP All Public Company Limited 

所在地 283 Sribunrang 1 ,Silom Rd., Silom Bangkok 10500 

Tel 02-677-6900 

資本金 45 億バーツ 通販開始時期 1999 年 

会員数 回答無し（2001 年から現在までの累計購入者数は約 52 万人） 

カタログ発行 2 ヶ月毎 掲載商品数 約 1,300 

主要商品 化粧品・美容関連商品、家庭用品、子供用玩具 

注文方法 セブンイレブン店舗、電話、ウェブサイト 

決済方法 セブンイレブンでの現金支払い、クレジットカード、ＡＴＭ、銀行振込、着払い 

配送方法 自社 

送料 150～200 バーツ/注文（セブンイレブン店舗での受け取りは無料） 

 

(2) フライデー＇Friday（ 

 

フライデーは化粧品の訪問販売・カタログ販売大手のミスティーン＇Mistine（の運営企業が発行する、

タイで最も古い総合ショッピングカタログである。電話、ファックス、Ｅメールによる注文の他、ウェブサイ

トでの注文が可能＇会員登録が必要（。また、ウェブ上ではオンラインカタログ＇Ｅブック（を閲覧でき、カ

タログが入手できない場合も全商品が閲覧できる。商品の多くが 50バーツから 300バーツと、価格帯

は非常に低い。 

 

社名 Better Way (Thailand) Co., Ltd. 

所在地 99 Better Way Tower Ramkhamhaeng Road Saphansung Bungkum 

Bangkok, Thailand 10240 

Tel : 0-2917-0000 Fax :0-2517-2117 

資本金 8,000 万バーツ 通販開始時期 1998 年 

会員数 80 万人（2010 年2 月） 

カタログ発行 毎月 

主要商品 家庭用品、子供用玩具 

注文方法 電話、ウェブサイト 

決済方法 銀行振込、着払い 

配送方法 自社もしくは郵便局 

送料 150～200 バーツ/注文（セブンイレブン店舗での受け取りは無料） 

(3) サハ・ホームショッピング＇Mitphathana Group Home Sｈopping（ 

                                                   
25 CP Allへの電話ヒアリングによる。 
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比較的年齢が高い高所得者をターゲットした商品構成。デザイン性に優れ、デパートや商店では手

に入り難い商品や、健康関連商品を中心としている。その分、セブンカタログやフライデーカタログに

比べ、単価の高い商品が多い。特に健康器具やキッチン用品等では、2,000バーツから5,000バーツ

といった比較的高額商品が多い。4 万バーツのマッサージチェアも販売されている。掲載商品数は尐

なく、150 点前後。また、ウェブサイトでの販売にも力を入れており、カタログよりも品揃えは豊富であ

る。 

 

社名 Saha Phathana Home Shopping Co., Ltd. 

所在地 747/140-1 Sathupradit, Kheang BangPhongphang, Khet YanNawa,  

Bangkok 10120 

Tel: 0-2683-5981, 0-2296-9933 Fax: 0-283-5924 

資本金 3,000 万バーツ 通販開始時期 2005 年 

会員数 80 万人（2010 年2 月） 

カタログ発行部

数 

4 ヵ月毎 

主要商品 家庭用品、女性向け商品 

注文方法 電話、ファックス、ウェブサイト 

決済方法 クレジットカード、銀行振込、着払い、郵便為替 

配送方法 自社もしくは郵便局 

送料 150 バーツ（5ｋｇ以内） 

 

 

(4) 108ショップカタログ＇108 Shop Catalog（ 

 

タイのローカルスーパーマーケット「108 Shop」が運営する。商品構成はスーパーでも購入可能な

一般消費財が主力。その他、ＯＴＯＰ＇一村一品（商品も取り扱っている。当初は大手スーパーマーケッ

トのロータス・エクスプレスと、自社のスーパーでカタログを配布していたが、現在は会員への郵送配布

のみである。今後はインターネットでの販売にシフトする予定で、カタログのダウンロードサービスを開

始したが、オンラインでの販売自体は開発途上でシステムが稼動していない。 

 

社名 Tiger Distribution & Logistics Ltd. 

所在地 757/10 Soi Pradoo 1, Sathupradhit Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 

Tel: 0-2296-9989 Fax: 0-2296-9991 

資本金 1,000 万バーツ 通販開始時期 1994 年 

会員数 80 万人（2010 年2 月） 

カタログ発行部

数 

2 ヵ月毎（25,000 部） 

主要商品 一般消費財 

注文方法 電話、ウェブサイト 

決済方法 着払い 

配送方法 自社もしくは郵便局 

送料 1,000 バーツ以上の購入で無料 
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第８節 通信販売の見通し 

 

将来的な通信販売市場規模の予測は、第一にタイの経済の発展がいかなる形で推移するかに掛かって

いるが、リーマンショック後の回復も進み、着实に発展していることから、今後も順調に推移すると思われる。 

他方、時代の趨勢は着实にＥＣへ向けて進んでおり、既存の通信販売事業者がインターネットを利用した

販売形態を併用し、販売機会の拡大を計っていることを考えると、通信販売のみの事業形態は、益々難しく

なっていくことが予想される。 
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第３章 テレビショッピング市場総論 

 

第１節 概要 

 

タイにおけるテレビショッピングは、Direct Response Television(DRRT)と呼称され、テレビ放送を通じ

て販売を行う。現在、ダイレクトＴＶ＇Direct TV（とサハ・ホームショッピング＇Saha Group Home 

Shopping（のほぼ 2社による独占である。特徴としては、テレビだけでなく通信販売＇カタログ（、インターネ

ット販売も併設していることである。 

 

第２節 市場規模 

 

Thai Direct Selling Association (TDSA)によると、タイのテレビショッピング市場規模は、2008年で 50

億バーツにのぼり、2006年から約30％の拡大である。 

 

表３－１テレビショッピングの市場規模（2006 年～2008 年） 

 市場規模 

2006 年 39 億バーツ 

2007 年 41 億7,000 万バーツ 

2008 年 50 億バーツ 

（出所）Thai Direct Selling Association (TDSA) 

 

第３節 流通・配送 

 

商品の流通・配送は、自社で配送まで行うか、外部の配送業者を利用するか、2 通りの方法がある。＇図３

－２、図３－３（。 

 

図３－２ 配送業者に依頼した場合 

 

 

  （番組放送）         （注文）            （受注）            （配送依頼）        （納品） 

 

 

 

                                （在庫確認・発注）               

 

 

 （検品・発送）  

 

 

配送業者 ＴＶ ユーザー 事業者 

自社倉庫 

サプライヤー 

子会社 

ユーザー 
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図３－３ 配送業者を通さない場合 

 

 

  ＇番組放送（          ＇注文（           ＇受注（                            ＇納品（ 

 

 

                                ＇在庫確認・発注（                    ＇検品・発送（   

 

 

 

第４節 決済方法 

 

決済方法は主に 6 種類。着払い＇代金引換（、クレジットカード、銀行振込、ＡＴＭによる入金、携帯電話

＇mPay、TrueMoney（、郵便為替の送付である＇それぞれの決済方法の詳細は第１章7.参照（。 

 

第５節 購入品目ランキング 

 

タイ小売業協会＇Thai Retailers Association（へのヒアリングによると、テレビショッピングの売上額では

フィットネス器具が市場全体の 60％を占める。＇表３－４（ 

また、購入者 200 名へのアンケートから得られた購入品＇商品点数（でもフィットネス器具が最も多いが、

全体に占める割合は 30％であった。 

 

表３－４ テレビショッピングにおける売上ランキング（2008 年） 

商品 比率 

フィットネス器具 60％ 

健康補助食品 30％ 

その他 10％ 

（出所）Thai Direct Selling Association (TDSA)へのヒアリング 

 

表３－５ テレビショッピングにおける購入品商品数ランキング（2008 年） 

商品 比率 

フィットネス器具 30％ 

健康補助食品 20％ 

家庭用品 18％ 

化粧品 10％ 

その他 22％ 

（出所）Thai Direct Selling Association (TDSA)へのヒアリング 

 

 

第６節 購買層 

 

Thai Direct Selling Association (TDSA) が、2008年に購入者200名を対象として行ったアンケート

調査によると、男女比は 44対 56で女性が上まわっており、年齢層は 25歳から 30歳＇34％（、31歳から

35 歳＇39.5％（、36 歳以上＇26.5％（の順となっている。また居住地域はバンコク＇80％（、その他の県

＇20％（、最終学歴は高校以下＇19.5％（、学士＇78％（、修士以上＇2.5％（となっている。首都圏在住で高学

歴の若い世代が主要購入層と言える。この理由は、テレビショッピングで扱う商材は数千バーツから数万バ

ーツと高価な商品が多く、比較的収入に余裕のある層でないと購入は難しいことが考えられる。 

ＴＶ ユーザー 事業者 

自社倉庫 

サプライヤー 

子会社 

ユーザー 



 

24 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

 

第７節 主なテレビショッピング事業者 

 

(1) ＴＶダイレクト(TV Direct) 

 

タイで最も知名度の高いテレビショッピング。放送時間帯は午後 2時から４時及び深夜に集中してい

る。午後の時間帯は主婦層向け、深夜時間帯は一人暮らしの若い世代をターゲットとしている。 

テレビだけでなく、インターネット販売、通信販売＇カタログ（、アンテナショップでの販売にも力を入

れている。売上ベースでみた比率は、テレビが50％、インターネット及びカタログが30％、店舗での販

売が 20％である。現在は店舗の拡充に力を入れており、今年オープンする 4店舗を加え、全国で 35

店舗を構える。また、取扱商品の 60％が自社開発＇輸入（製品である。 

 

社名 TV DIRECT CO.,LTD. 

所在地 126/22 Moo .8 ,Watcharapon soi, Ramintra Rd., Tarang, Bangkan, Bangkok 10230 

Tel: 0-2666-0011 

資本金 1 億5,900 万バーツ 通販開始時期 1999 年 

累計購入者数 90 万人※テレビ、インターネット、カタログ、アンテナショップの合計 

売上 

 

11 億5,000 万バーツ（2007 年） 

11 億2,000 万バーツ（2008 年） 

12 億5,000 万バーツ（2009 年） 

※テレビ、インターネット、カタログ、アンテナショップの合計 

平均購入階数 1.35 回（1 人/年） 

主要商品 フィットネス器具、家庭用品、健康関連商品 

放送チャンネ

ル 

32 チャンネル（内地上波テレビ 3 チャンネル） 

放送時間 30 分～1 時間 

決済方法 着払い、クレジットカード、銀行振込、郵便為替 

配送方法 自社（サプライヤー含む）もしくは郵便局 

送料 基本的に全国一律無料 

 

 

第８節 テレビショッピングの見通し 

 

通信販売の章でも述べたように、時代の趨勢は着实にＥＣへ向けて進んでおり、ＴＶダイレクトもインター

ネットやカタログ、または店舗販売にも力を入れている。販売チャンネルを一本化せず、複数のチャンネル

で効率的なマーケティングを行うことが求められていると言える。 
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第４章 インターネット取引に係わるタイの法規制・税制 

 

本章ではインターネットによる販売に関連する主な規制と一般的なタイの税制について掲載し、簡単な解説を

付す。 

 

第１節 外資に関する規制と投資奨励 

 

 外資に対する規制は外国人事業法＇1999年改正、2000年3月施行（に規定されている。外国人事業法に

基づき、規制業種を 3種類 43業種に分け、それらの業種への外国企業＇外国資本 50％以上（を規制して

いる。規制は 3 つのリストに分かれており、第 1 表は農林水産業など外国企業の参入が絶対に禁止されて

いる業種(9業種)、第2表は国家安全保障または文化、伝統、地場工芸、天然資源・環境に影響を及ぼす業

種＇13業種、参入禁止、ただし内閣の承認により商業大臣が許可した場合可能（、第3表は外国人に対して

競争力が不十分な業種＇21 業種、参入禁止、ただし外国人事業委員会の承認により商務省商業開発局長

が許可した場合可能（で、資本金1億バーツ未満または一店舗あたり資本金2,000万バーツ未満の小売業

や一店舗あたり最低資本金 1億バーツ未満の卸売業などが第３章に含まれる。インターネットによる販売会

社の場合、この外資規制に抵触するため、原則的に資本のマジョリティ51％＇以上（を持って参入することは

できず、外国資本比率は 49％以下となる。  

 他方、タイ投資委員会(BOI)は投資奨励法に基づき、投資を通じての経済成長の促進、タイの国際競争力

の強化、地域の発展の加速などを目的に、タイ地場企業、外資企業に対して直接投資を奨励している。特

に外資企業の場合、BOI恩典事業に認可されると外国人事業法による外資規制の枠から外れ、外資100％

での操業が可能となる。BOIの認可を受けることで、法人所得税の減免税、機械・設備の輸入税の減免税、

輸出製品用原材料の輸入税免税、国内販売製品用原材料の輸入税減税、技術者・専門家および家族の入

国・外国人就労許可に関する便宜といった恩典が得られる＇事業の内容に応じて受けることのできる恩典が

異なる（。BOI の投資奨励恩典に申請できる事業活動には 7 つの区分があり、2009 年 5 月 31 日時点で

150 業種ある。内訳は 1.農業および農産品＇30（、2.鉱業、セラミックス、基本材料(18)、3.軽工業(16)、4.金

属製品、機械、運輸機器(29)、5.電子・電気部品(10)、6.化学、紙、プラスチック(16)、7.サービスおよび公共

施設! (31)である。このうち、5 類：電子 ・電気部品の中に規定される「5.8 ソフトウェア産業」

「5.9E-Commerce」の 2事業がインターネット取引に該当する事業となりえる。实際にBOIの枠組みでイン

ターネット取引を考える際には当該事業内容についてBOIと相談することが推奨される。  

 

表４－１ EC 関連の BOI 恩典事業  

5.8 ソフトウェア  

 5.8.1 企業ソフト  

 5.8.2 デジタルコンテンツ  

   (1)  Animation, Cartoon & Characters  

   (2)  Computer-generated Imagery  

   (3)  Web-based Application  

   (4)  Interactive Application  

   (5)  Game; Window based, Mobile platform, Console, PDA,  

Massive Multi-Player, Online Game    

   (6)  Wireless Location Based Service Content  

   (7)  Visual Effects  

   (8)  Multimedia Video Conference Application  

   (9)  E-learning Content via Broad band and Multimedia  

   (10)Computer-aided Instruction  

  5.8.3 Embedded Software  

5.9 E-Commerce  

 5.9.1 E-Commerce Application Service Provider  
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 5.9.2 E-Commerce User 

（注）实際の運用の際に必要な業種の詳細などは BOI に要相談  

（出所）投資奨励法付録2 投資奨励対象業種表 

 

第２節 ＥＣに関する法令 

 

(1) 1956年商業登録法 ＇Commercial Registration Act B.E. 2499（ 

 

商業登録法＇2008年改正（では、商業登録の義務がある13事業のひとつとしてエレクトロニクス業を

上げており、具体的には以下の４業種を指定している。対象はタイ国内に事業所を設置している個人

及び法人である。 

 

① インターネットを通じた商品売買またはサービスを行う者＇EC事業者（ 

② インターネット・サービス＇ISP : Internet Service Provider（ 

③ ホスティング・サービス＇Web Hosting（ 

④ インターネットを通じた電子発注システムによる、商品売買またはサービスのマーケットプレー

ス・サービス＇e-マーケットプレイス（ 

 

(2) 電子商取引法 2001年 ＇Electronic Transaction Act B.E.2544（ 

 

2008 年に改正された電子商取引法では、電子記録の取扱いを紙文書に等しいものと定義している。

更に、電子データ記録の送信・受信プロセスと、送信日時・場所とを法的に認知する範囲を定義してい

る。巻末に日本語仮訳＇全文（を掲載した。＇巻末資料2参照（ 

 

(3) その他の関連法 

 

この他、ECに関連する法令は以下の通りである。巻末に日本語仮訳＇抜粋（を掲載した。 

 

① 2008年電子決済＇E-Payment（サービス事業の監視・管理に関する勅令 ＇巻末資料3参照（ 

② 2006年勅令政府の電子商取引の原則及び方法の規定 ＇巻末資料4参照（ 

③ 2007年コンピュータ関連犯罪法＇Computer - Related Crime Act B.E. 2550（＇巻末資料5参

照（ 

④ 2002年ダイレクトセールス及びダイレクトマーケティング法 

 

 

第３節 ＥＣ事業会社の登録から運営まで 

 

ここでは、タイで法人がＥＣサイトを運営するための、電子商取引登録の手順を解説する。根拠となる法令

は、2008年に改正された「1956年商業登録法＇Commercial Registration Act B.E. 2499（」である。 

なお、本稿では法人における手続きのみを対象とする。 

 

(1) 法人登記＇会社設立（ 

 

 外国人事業法の規定に基づき法人を設立する。ＥＣ事業を運営するに当たっての資本金による規制

は無い。 

 

 

(2) ＥＣサイトの準備 
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商務省事業開発局＇Department of Business Development（によると、实際に稼動可能なウェブ

サイトの準備無しに電子商取引登録を申請することはできない。よって、申請前に以下の準備が必要と

なる。 

 

① ドメイン名の取得 

ＥＣ事業を行うウェブサイトのドメイン名の取得。ドメイン名の取得は、インターネットサービスプロ

バイダー＇ISP（もしくは、ThaiNIC＇www.thainic.net（で可能である。 

 

② サーバーの設置＇もしくはレンタル（ 

ＥＣ事業を行うウェブサイトのデータを保管するサーバーの設置。独自サーバーの設置もしくは、

インターネットサービスプロバイダー＇ISP（によるウェブホスティングを活用する。 

 

③ 注文＇予約（システム 

ウェブサイト上の商品＇サービス（を注文するシステム。ショッピングカート、フォームメール、Ｅメ

ールだけでなく、電話やファックスでの注文も認められている。 

 

④ 決済システム 

オンライン＇クレジットカード、ネットバンク等（、オフライン＇銀行振込、郵便局、着払い等（のいず

れかの決済方法。 

 

⑤ 配送＇納品（システム 

オフライン＇郵便小包、ＥＭＳ、自社配送、配送業者（、ダウンロード、Ｅメールなど。 

 

 

(3) 電子商取引登録申請～ソースコードの発行 

 

図４－２を参考に電子商取引登録申請手続きの流れを説明する。 

 

図４－２ 電子商取引登録の流れ 

 

 

① 申請 

上述したＥＣサイトの準備終了後、管轄当局＇バンコクの場合は地区役場（に申請する。申請書に

必要な書類は以下の通りである。商業登録申請書、ウェブサイト詳細説明書、委任状は、下記の

商務省事業開発局ウェブサイトからダウンロード可能。 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=733 
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【ソースコード表示ページ】 

 

 商業登録申請書＇巻末資料6参照（ 

 ウェブサイト詳細説明書＇巻末資料7参照（ 

 委任状＇巻末資料8参照（ 

 法人代表者のＩＤカード 

 

② 電子商取引登録証明書の発行 

申請が受理されると、電子商取引登録証明書＇巻末資料9参照（が発行される。 

 

③ 事業開発局への登録情報送付 

申請が受理されると同時に、管轄当局から商務省事業開発局へ登録情報の送付が行われる。こ

の処理は自動的に行われ、商務省事業開発局に対して、再度の申請や追加書類の提出は不

要。 

 

④ 商務省事業開発局でのデータベース登録 

管轄当局から送付された情報に基づき、商務省事業開発局のＤＢＤデータベース26へ登録され

る。登録内容はウェブサイト＇www.dbd.go.th/edirectory/（で確認可能。 

 

⑤ 電子商取引登録マークの取得 

商務省事業開発局のＤＢＤデータベースへの登録と同時に、商

務省事業開発局から事業者へ右に掲載した電子商取引登録マ

ークと併せてソースコード＇Source Code（が発行される。この時

点でＥＣ事業の認可が正式に下りたことになる。電子商取引登録

マークはＥＣ事業者が運営するウェブサイトの任意の位置に表示することが義務付けられている。

ソースコードとは電子商取引登録マークに付随する HTML タグで、登録情報のリンク先を指示

する文字列である。 

 

【ソースコードで表示される内容】 

 登録番号 

 代表者名 

 法人名 

 登録年月日 

 事業内容 

 住所、電話番号、Ｅメール 

 

 

(4) 罰則 

 

ＥＣ事業者は事業を開始してから 30 日以内に電子商取引

登録を行わなければならない。違反した場合は、2,000 バー

ツの科料。 

第４節 トラストマーク（Trust Mark）の取得 

 

電子商取引登録証明書を取得後、6 ヶ月以上経過した事業者はトラスト

マーク＇Trust Mark（を申請することができる。トラストマーク＇Trust 

Mark（とはECサイトの信頼性を保証する認証マークのことである。タイの

                                                   
26 DBD Data Base (E-Directry & E-Commerce Registration)  
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トラストマーク＇Trust Mark（は国際的なトラストマーク機関であるATA＇Asia Pacific Trustmark Alliance（
27の基準に準拠しているが、正式加盟28はされていない。 

トラストマークに関する審査の詳細は、「2005年トラストマーク規定＇2006年改正（」に定められている。 

 

(1) 審査基準 

 

① 電子商取引を行なう事業者の透明性＇Operational Transparency（ 

ウェブサイトには、住所、電話番号、連絡方法など、所在を明らかにし、消費者が連絡・問い合わ

せできるようにするために最低限必要な情報がなければならない。 

 

② マーケティング及び広報＇Advertising and Marketing Practices（ 

 ウェブサイト上の商品売買又はサービスの広告又は提案は、適切な形式で行なわれなけれ

ばならず、法律、平穏、秩序又は善良な道徳に反するものであってはならない。 

 商品・サービスに関し、偽りがあったり、誤解を招いたりするものであってはならない。また、

商品・サービスの重要事項について誤解を招くその他のテクノロジーを用いてはならない。 

 

③ 明確かつ十分な商品及びサービスの情報提供＇Adequate and Timely Information About 

Offers（ 

 ウェブサイトは以下の事項について、決断のための明確な情報がなければならない。 

―商品・サービスの情報・価格＇税、配送費などその他追加費用がある場合は、それも明示しな

ければならない（。 

―商品・サービス代金の支払い方法及び期限。 

―商品の保証条件、返品又は商品交換の条件など、その他必要な情報。 

 

④ 商品及びサービスの発注及び発送の確認＇Acknowledgement of Order and Fulfillment（ 

 ウェブサイトには、発注のレヴュー及び確認システムがなければならず、また、キャンセル・

確認の選択肢がなければならない。 

 ウェブサイトは、発注用の様式を備えてあるべきで、情報の記入方法が明確に決められてい

るべきである。また、消費者が確認したり、連絡したりできるよう、発注確認書があるべきであ

る。 

 商品・サービスの発送については、方法及び期間が明示されていなければならない。また、

決められた期日までに配送されなければならない。 

 

⑤ セキュリティー・システム＇Transactional Security（ 

ウェブサイトには、購入者又は販売者の行為におけるセキュリティーを保護するための方策が講じ

られていなければならない。すなわち、保存・送信する情報に見合った、一般に認められる基準を

満たすデータ・セキュリティー保護がなければならない。 

 

⑥ 消費者の個人情報の保護＇Consumer Privacy（ 

ウェブサイトには、消費者が検索しやすい場所に、個人情報保護の方針＇Privacy Policy（が示さ

れていなければならない。 

 

⑦ 消費者の連絡及び苦情申立ての手段＇Consumer Inquiries and Complaints（ 

ウェブサイトには、連絡の手段、疑問点への回答の手段が備えられていなければならず、苦情対

                                                   
27 ATA＇Asia Pacific Trustmark Alliance（とは、2003年に発足した「各国のトラストマーク認識を地域から国際的なものに高める」ことを目的とした、

アジア・太平洋各国のトラストマーク付与事業者間の国際提携。日本ではトレードセーフ＇TradeSafe（が加盟している。 
28 商務省事業開発局＇Department of Business Development（では2009年の正式加盟を目指していたが、2010年2月時点で正式加盟はされて

いない。 
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応プロセスがなければならない。また、苦情又は質問には、苦情又は質問を受けた日から７日以

内に対応できるようになっていなければならない。 

 

⑧ 児童及び青尐年の権利保護＇Protection of Children（ 

児童又は青尐年に影響のある商品又はサービスがウェブサイトにある場合、ウェブサイト上に警告

を書き、児童及び青尐年の権利を保護しなければならない。例えば、18 才未満の者に酒及び煙

草を販売してはならない、成人していない児童及び青尐年が商品又はサービスを購入する場合

は保護者の承諾を受けなければならない、児童及び青尐年は保護者の同行なしに知らない人と

会ってはならない、など。 

 

(2) 申請方法 

 

トラストマーク＇Trust Mark（の申請は、商務省事業開発局電子商取引課のウェブサイト

＇www.trustmarkthai.com（上、オンライン申請のみ受け付けている。 

 

 

第５節 消費者保護に関する規定・法令 

 

(1) タイにおける消費者保護の法令 

 

1960 年代から 70 年代の世界的な消費者保護の高まりを受け、タイも消費者保護の法令が制定され

た。その代表的なものは 1979 年に制定された「消費者保護法」と「価格統制・独占禁止法」である。「消

費者保護法」は 1998 年に一部改正が行われ、「価格統制・独占禁止法」は 1999 年に「取引競争法」と

「価格統制法」とに分割されている。また、1997 年には「公平契約法」が制定されている。この４法の他

に消費者保護に関連する法律としては、1979年食品法、1967年薬品法、1992年化粧品法、1992年危

険物資法、1968 年工業規格法、1979 年建築規制法が上げられる。EC 事業において特に重要と思わ

れる 1998年改正消費者保護法の概要を以下に説明する。 

 

(2) 1998年改正消費者保護法の概要 

 

1998年改正消費者保護法では、消費者を売り手から守る手段として、広告、商品表示、契約、試験・

証明の４点を規制している。 

 

① 広告 

(ア) 広告が虚偽に基づくもの、誇張されたものでないこと。 

(イ) 真实に基づかない資料を使うことにより消費者を誤認させないこと。 

(ウ) 法律、公序良俗に反する内容でないこと。 

(エ) 一般大衆の共同意識を害するものでないこと。 

(オ) その他省令で定める規定に反しないこと。 

 

② 商品表示 

(ア) 心身に危険を及ぼす商品。 

(イ) 商品の性質について表示することが消費者の利益になるもの。 

(ウ) 表示の内容については、次にように規定している。 

―表示の内容が真实であり、誤解を招くような内容でないこと。 

―製造者名、輸入者名、製造場所、輸入者の所在地、商品の性質、輸入品の場合製造国

名などが明示してあること。 

―価格、量、使用法、注意事項、消費期限がある場合は消費期限年月日。 
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③ 契約 

(ア) 消費者に不利な契約書でないこと。 

(イ) 消費者に公平な契約書であること。 

 

 

④ 試験・証明 

危険を及ぼす恐れのある商品については、消費者保護委員会＇委員長・首相（は業者に試験する

ことを命ずることができる。試験の結果、危険な場合、製造、販売を禁止することができる。 

 

(3) ECに関する苦情・不正への対応 

 

タイの EC に関する不正や苦情に関する取扱いは、商務省事業開発局 EC 苦情取扱いセンター

＇E-Commerce Complain Handling Center（のウェブサイト＇http://www.dbd.go.th/complain/（でオ

ンラインのみでの受け付けとなっている。 

 

(4) タイのクーリングオフ制度 

 

「2002 年ダイレクトセールス及びダイレクトマーケティング法」によりダイレクトセールス及びダイレクト

マーケティングにおいては、物品もしくはサービスの購入を消費者が取り消しできることが定められて

いる。 対象となる事業形態は、EC、通販、TV ショッピング、テレマーケティングなどである。＇なお、同

法では EC に関しての記載は無いものの、最高裁判所判事チャイラット・ウォンヴィーラトン氏＇Mr. 

Chairat Wongveerathorn（による同法に関するガイドラインでは、ECも対象としている。（ 

クーリングオフの手続きは以下の通りである。 

 

① 消費者は物品またはサービスを受け取った日から数えて７日以内に、事業者に対してクーリング

オフの申し出を物品の返却と共に行う必要がある。 

② 事業者は消費者からクーリングオフの申し出があった日から数えて 15 日以内に代金を返却しな

ければならない。 

 

第６節 税制 

 

(1) 法人税  

 

法人税率は、一部の上場企業および中小企業等の軽減措置を除き、通常 30%に規定されている。

申告納税は、中間申告として事業年度を 6ヶ月経過した日から 60日以内に年間推定課税所得を見積

り、その法人税の半分相当あるいは中間見積り課税所得に基づく税額を半期納税申告書により申告・

納税する。次に確定申告として決算日以降で 150日以内に確定申告を行い当該の税額を納付する。  

 

(2) 二国間租税条約に関して 

 

タイは日本と二重課税の回避・脱税の防止のために日本・タイ租税条約を締結している。これは国

内法に優先し、法人所得税、個人所得税が対象となる。事業所得に対する課税に関し、日系企業がタ

イに恒久的施設＇PE（を有さなければ、タイの所得税は課されない。 

 

(3) 付加価値税  

 

付加価値税(VAT)の制度は日本の消費税に相当し、タイ国内における物品の販売やサービスの提
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供および輸入に対して課税される。現在の税率は一般に 7%が適用されている。 VAT の負担者は最

終消費者であるが、企業に納税義務があるため、予め税務署で納税者登録を行う必要がある。 物品

やサービスの提供を継続的に行う事業者で、年間1.8百万バーツの収入がある者はVATの納税義務

がある。 

 

(4) 海外送金に対する源泉徴収 

 

タイの居住者が非居住者に対して以下の項目につき送金する場合、源泉徴収が要求され、支払日

の翌月 7日までに所定の申告書により申告し、納税する必要がある。ただし、物品の購入、ある種の事

業経費、ローンの元金、資本投資に対する利益は、送金税の対象とはならない。  

 

① 配当送金について 10％。  

② 支店利益の送金について 10％。  

③ 特許権等使用料の送金について 15％。  

④ 利子収入送金については原則として 15％。ただし、金融機関への利子支払の場合租税条約で

10％に軽減。 

 

(5) その他の税 

 

① 特定事業税・・・特定事業税は、金融機関、証券、保険、不動産販売業などの特定事業に課税さ

れる。 

② 石油所得税  

③ 印紙税 ・・・歳入法典に規定されている特定の事業取引を含む文書には印紙税が課される。税

率は取引と文書の種類によって様々である。 

④ 物品税 ・・・商品およびサービスに対して課税29される。 

⑤ 土地家屋税・地方開発税 ・・・土地・家屋の所有者が指定地域にいる場合に課税。税率は、毎年

の想定賃貸料相当額の 12.5％。ただし所有者が自分で住むための土地、家畜用の土地、耕作

用の土地は対象外。 

⑥ 看板税・・・地方税で、建物外側の看板の面積に応じて課税。看板掲載言語により税率が異なる。

＇タイ語の場合は 500cm2当たり 30〜40バーツ、看板一つ当り最低200バーツ以上（ 

 

(6) 輸入関税 

 

物品の輸入関税は、関税法＇1926 年（及び関税率布告により定められる。関税体系は、一般税率、

ASEAN 共通効果特恵関税＇CEPT（税率、自由貿易協定＇FTA（の適用税率、一般特恵関税制度

＇GSP（税率、世界的貿易特恵関税制度＇GSTP（税率の５つに分けられる。大部分の品目には従価税

が課せられるが、一部の品目には従量税が課せられる。課税基はCIF価格である。 

 

① 関税率 

 

関税率は下記のサイトで確認できる。 

 

＜財務省関税局＞ 

http://www.customs.go.th 

                                                   
29 物品税の課税対象は、石油製品、非アルコール飲料、電気製品＇空調機器、鉛クリスタルガラスのシャンデリア（、香水、鉛、クリスタル製品、定員10

名以下の公共交通用自動車、4トンを超えないG.V.W.トラック＇ピックアップ（、自動二輪車、ヨット、ウールのカーペット、バッテリー、加工された大理石

および御影石、ナイトクラブ・ディスコの売上、浴場(バスまたはサウナ)およびマッサージ施設の売上、競馬場での馬券収入、宝くじ、遊戯用カード、ゴ

ルフ場のサービス料・会員権収入、固定電話・携帯電話による国内外の売上。 
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http://www.customs.go.th/Customs-Eng/indexEng.jsp 

 

② 自由貿易協定(FTA/ＥＰＡ)  

 

 タイの2国間FTAは日本とも2007年11月に発効した。対象品目はマンゴスチン、ドリアン、

竜眼など熱帯果实、シーフード缶詰、ポリカーボネートなどの石化製品、扇風機、エアコン、

冷蔵庫、テレビなどの家電製品、自動車部品など幅広い分野にわたる。 

 ＦＴＡ/ＥＰＡの基礎的な情報を得られるサイトの一例として下記を上げる。 

＜ジェトロ＞ http://www.jetro.go.jo/theme/wto-fta/ 

 

(7) 海外出品者に関する法規制・慣例・税制 

 

海外出品者に関する税制度について、タイ関係機関からの明確な回答はない。そこで、「日本に居

住する個人・法人が、タイ国内法人が運営するショッピングモールサイト内を通じて商品を販売すること

が可能か」という質問をしてみたところ、 

 

 財務省歳入局の見解・・・「前例が無いため、判断ができない。」 

 商務省事業開発局の見解・・・「タイ国内に居住し、EC 事業を行う個人・法人は、EC 事業登録を

行う必要があるが、国外居住のEC事業者に関しては監督対象としていない。」 

 

という回答が得られた。 

实際にショッピングモールサイト大手のタラード・ドット・コム＇www.tarad.com（の社内規定では、海

外からの出品・出店は許可していない。理由として、所得税などの問題を上げている。また、同じくショ

ッピングモールサイト大手のウィー・ラブ・ショッピング＇www.weloveshopping.com（では、前例が無く、

社内で規定されていない。海外からの出品は現状では難しいものと思われる。 
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第５章 ＥＣサイトの实例 

 

第１節 主要ショッピングモールサイト 

 

タイにおけるショッピングモールサイトは、ウィー・ラブ・ショッピング＇www.weloveshopping.com（と、タラ

ード・ドット・コム＇www.tarad.com（が双璧である。 

 

(1) ウィー・ラブ・ショッピング 

 

ウィー・ラブ・ショッピングは、タイの通信大手トゥルーコーポレーションが運営するマーケットプレース型イ

ンターネットショッピングモール。2003 年にマーケットアットホーム＇marketathome.com（というドメイン名でス

タートし、2004 年に現在のウィー・ラブ・ショッピングに変更した。約 20 万店舗が出店し、掲載商品数は約

350万点に及ぶ。1日当たり約300万ページビュー30＇PV（を誇り、訪問者数は1日14万人31に上る。現在

の売上高は約1.5億バーツ/月で、ここ 3年は毎年2倍に増加32している。 

トゥルーグループはショッピングモールサイトの他に、ISP33＇True Internet（、携帯電話キャリア＇True 

Move（、有料テレビ＇True Visions（等の様々な通信事業を傘下に収めており、各通信端末＇テレビ、携帯

電話、パソコン（の相互乗り入れ効果で集実アップを目指している。 

 

ＵＲＬ www.weloveshopping.com 

運営会社 True Corporation Public Co., Ltd. 

 

所在地 

18 True Tower, Ratchadapisak Road, HuayKwarg, Bangkok  10310 

Tel:0-2643-1111,0-2900-9999  Fax:0-2643-1651 

設立 1993 年 資本金 1 億5,3000 万バーツ 

売上 - 会員数 - 

出店数 209,054 (2010 年3 月) 掲載商品数 3,568,439 (2010 年3 月) 

事業内容 マーケットプレース型インターネットショッピングモール（E コマースプラットフォーム） 

サービス 
ウェブサイト製作、ドメイン名登録、ウェブホスティング、オンライン決済システム、電子マネー、プリペイド

カード 

日本からの出店規定 不明 （前例が無い） 

在タイ日本企業の出店 不明 

 

表５－１ ウィー・ラブ・ショッピングの掲載商品数上位５種 

種類 商品数 比率 

ファッション・時計 1,261,247  35.49% 

化粧品 678,783  19.10% 

音楽・映画 314,196  8.84% 

子供用品 241,773  6.80% 

アクセサリー 225,921  6.36% 

（出所）ウィー・ラブ・ショッピングへのヒアリング 

 

＜サービスと料金＞ 

 

ウィー・ラブ・ショッピングでショッピングサイトを開くには、パッケージを利用するのが一般的である。無料

                                                   
30 ページビュー＇PV（とは、アクセス数の数え方の１つで、Webページが表示されるごとにカウントする。サイト内で閲覧された総ページ数と言える。

但し、ブラウザをリロードすることで外部からカウント数を操作できる余地もある。 
31 2009年12年月11日から 2010年3月10日の平均ユニークアクセス＇ユニーク IP（による。 
32 True Corporation PCL. シンハラット・チュラカバダ氏＇アシスタントダイレクター（ 
33 インターネットサービスプロバイダー 
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サービス＇Free Package（を除く各パッケージには、ショッピングカートと、決済システム＇WeTrust（が付属

する。料金は商品点数やオプション内容などで違いが有る。パッケージ＇無料を除く（を利用すると、注文

＇ショッピングカート（、決済＇WeTrust（を含めたサービスが利用できる。 

 

表５－２ ウィー・ラブ・ショッピングのパッケージ内容と料金         

Package 

パッケージ Free Standard Premium Exclusice Platinum 

商品数 30 50 200 100～無制限 無制限 

URL weloveshopping weloveshopping weloveshopping 独自 独自 

ショッピング 

カート 
無 有り 有り 有り 有り 

決済サービス 含まない WeTrust WeTrust WeTrust WeTrust 

料金（年） 無料34 400 バーツ 700 バーツ 
1,800 バーツ～ 

3,000 バーツ 
5,500 バーツ 

（注） 1 年契約・1 年料金のみ掲載。 

(出所)該当ウェブサイト及び電話ヒアリング（2010 年3 月） 

 

＜申し込み方法＞ 

 

ウィー・ラブ・ショッピングでは、法人による出店に以下の書類の提出を求めている。 

 

 法人登記証明書＇会社証明書（ 

 VAT登録書＇ポー・ポー20（ 

 代表者の IDカード＇外国人の場合はパスポート（ 

 

＜WeTrust＇決済サービス（＞ 

 

WeTrust＇ウィートラスト（とは、オンライン決済手段を提供するサービスである。購入者からの支払いは一

旦、WeTrust に入金される。店舗側が商品を発送し、購入者が商品を受け取ったことを確認後、WeTrust

から店舗へ支払いが行われる。店舗側にとっては、独自に決済手段を確保する必要が無く、販売の機会を

広げられると言ったメリットがある。特にクレジットカードの審査・基準は厳しく、小規模店舗にとってはハード

ルが高い。なお、決済処理毎に処理手数料4.28％＇VAT込み（と振り込み手数料15バーツがかかる。また、

購入者にとっては、商品が届かない場合は返金されるので、安心して買い物をすることができる。 

なお、このサービスは上述のパッケージに含まれているが、WeTrust のみの契約も可能である。提供す

る決済手段は以下の通り。 

 

 クレジットカード＇ビザ、マスター（ 

 銀行振込＇タイ商業銀行35及びカシコン銀行36（ 

 ATM＇タイ商業銀行及びカシコン銀行（ 

 インターネットバンク＇タイ商業銀行及びカシコン銀行（ 

 TrueMoney＇携帯電話トゥルームーブが提供する決済手段（ 

 

＜日本＇海外（からの出店＞ 

 

                                                   
34 30日間更新がない場合は削除対象。 
35 Siam Commercial Bank 
36 Kasikorn Bank 
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日本＇海外（からの出店に関しては明確な回答が得られていない。2010年3月15日の時点で、可能、不

可能、規定無しの 3択で回答を求めたが、「答えられない」37という回答であった。 

 

＜配送方法＞ 

商品の配送方法は店舗ごとに違い、ウィー・ラブ・ショッピングでサービスは行っていない。 

 

(2) タラード・ドット・コム 

タラード社は 1999 年に設立されたインターネット企業で、タイ最大級の EC サイト「TARAD.com」

＇www.tarad.com、http://premium.tarad.com/（を運営している。同サイトは、楽天株式会社＇本社：東京都品

川区（が運営する「楽天市場」＇www.rakuten.co.jp（と同じく、マーケットプレース型インターネットショピングモー

ルで、約 17 万店舗が出店し、ファッションや家電製品をはじめとした約 160 万点に及ぶ商品を揃え、会員数は

200 万人にのぼる 。 ま た 、中古品の売買市場であ る タ イセ カン ドハ ン ド ・ ド ッ ト ・ コ ム

＇www.thaisecondhand.com（や、Ｅラーニングのタラードエデュ・ドット・コム＇www.taradedu.com（も運営す

る。 

 

2009年、楽天がタラード社の株式67%を取得し同社の経営に参画した。楽天の事業運営ノウハウや経営スタイル

を導入するとともに、2010年初めから「楽天市場」の各種機能やサービスを「TARAD.com」に取り入れ、順次同サ

イトの拡充を行っていく予定。2009年の楽天の資本参加により新たに楽天と同じビジネスモデルであるECC＇EC

コンサルタント（による各種サポートを受けつつ売上拡大をめざすショッピングモール「Premium Mall」

(http://premium.tarad.com/)を開始している。 

 

日本＇海外（からの出店は受け付けていないが、在タイ日系企業の利用はある。 

 

 

写真：タラード社提供 

 

 

 

                                                   
37 True Corporation PCL. シンハラット・チュラカバダ氏＇アシスタントダイレクター（ 

http://www.tarad.com/
http://premium.tarad.com/
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表５－３  タラード・ドット・コムの掲載商品数上位５種 

種類 商品数 比率 

携帯電話 231,708 20.42% 

コンピューター 185,627 16.36% 

不動産 152,660 13.46% 

自動車 137,839 12.15% 

ファッション 65,868 5.81% 

（出所）タラード・ドット・コムへのヒアリング 

 

ＵＲＬ www.trarad.com 

運営会社 Tarad Dot Com Co., Ltd. 

所在地 
Tarad Dot Com Building., 522 Ratchadapisak Rd.,, Samsen-Nark, HuayKwarg, Bangkok 10320 

Tel:0-2541-4100, 0-2541-4091-7 Fax:0-2541-4098-9 

設立 1999 年 資本金 1,060 万バーツ 

売上 約3,500 万バーツ （2007 年） 会員数 200 万人 

出店数 173,485 (2010 年3 月) 掲載商品数 1,614,466 (2010 年3 月) 

事業内容 マーケットプレース型インターネットショッピングモール 

サービス 
ウェブサイト製作、ドメイン名登録、ウェブホスティング、オンライン決済システム、ウェブ広告、ファイルア

ップロード、EC に関するセミナー開催 

日本からの出店規定 不可 

在タイ日本企業の出店 有り 

 

＜サービスと料金＞ 

 

タラード・ドット・コムが提供するウェブショップのサービスも、無料サービスを除く各パッケージには、ショ

ッピングカートが付属しいるが、決済システム＇TARADpay（は最上級の Platinum パッケージのみ含まれ

る。Platinum パッケージ以外の利用者は、別途 TARADpay＇3,600 バーツ/年（を利用するか、独自の決

済手段を確保する必要がある。 

 

表５－４ タラード・ドット・コムのパッケージ内容と料金 

ウェブショップシステム（Quickweb Plus） 

パッケージ Free Basic Bronze Silver Gold Platinum 

商品数 35 50 100 無制限 無制限 無制限 

URL Tarad.com Tarad.com Tarad.com 独自 独自 独自 

ショッピング 

カート 
無 有り 有り 有り 有り 有り 

決済サービス 含まない 含まない 含まない 含まない 含まない38 TARADpay 

料金（年） 無料 399 バーツ 1,880 バーツ 3,900 バーツ 9,900 バーツ 18,000 バーツ 

（注） 1 年契約・1 年料金のみ掲載。 

(出所)該当ウェブサイト及び電話ヒアリング 

 

＜申し込み方法＞ 

 

タラード・ドット・コムでは、法人による出店に以下の書類の提出を求めている。 

 

                                                   
38 TARADpayの 50％割引あり。 
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 法人登記証明書＇会社証明書（ 

 VAT登録書＇ポー・ポー20（ 

 代表者の IDカード＇外国人の場合はパスポート（ 

 

 

＜TARADpay＇決済サービス（＞ 

TARADpay＇タラードペイ（とは、オンライン決済手段を提供するサービスである。ATM 銀行支払い、Bill 

Payment service、Mpay、Paysbuy、Paypal、カウンターサービス、クレジットカードが利用可能。サービスの利

用料金は、ひとつの決済手段につき、月額 300バーツ＇年間3,600バーツ（である。 

ウィー・ラブ・ショッピングの WeTrust との違いは、その都度店舗側の銀行口座へ振り込まれるのではなく、

１ヶ月間の決済処理金額から手数料を差し引いた金額を、翌月15日39に一括で店舗側の銀行口座へ振り込

まれることである。店舗側はウェブ上で24時間、現在の合計処理金額を確認できる。通貨はタイバーツ及び

米ドルに対応。 

 

 

表５－５ TARADpay の手数料一覧 

種類 手数料 商品金額1,000 バーツの場合の店舗受取額 

カウンターサービス 15 バーツ/回 1,000 – 15 = 985 バーツ 

クレジットカード 4％ 1,000 – (1,000 x 0.04) = 960 バーツ 

(出所)該当ウェブサイト及び電話ヒアリング 

 

 

＜日本＇海外（からの出店＞ 

 

「法人税、所得税などの問題が発生する」40ので、日本＇海外（からの出店は認めていない。日本の楽天市

場の海外向けサービス「楽天海外販売」を利用することは可能。 

 

＜配送方法＞ 

 

商品の配送方法は店舗ごとに違うが、郵便局＇Thailand Post（の利用が多い。配送時のトラブルなどは

特にないと聞いている。 

 

【インタビュー】 タラード・ドット・コム＇楽天株式会社（ＣＥＯ松尾俊哉氏 

 

- タイの市場をどう捉えているか？ 

 タイは非常にポテンシャルがあり、だからこそアセアンの一歩をタイからはじめている。理由は２つ。タイ

はアセアンの中で経済的にも中心で、中間所得層が伸びてきている。また買い物好きで、若者がブラック

ベリーの携帯電話を使っているなど、新しい物好きな国民性。現段階では普及率、市場規模共に非常に

小さいが、これからタイの ECに対するマインドは急速に変わってくると感じている。 

 

- 決済に関して 

 システム的には日本と同じと理解しているが、カスタマー・ビヘイビア＇顧実の行動パターン（が大きく違

っていて、ネットで決済することに抵抗感がある。この考え方をどうやって変えていくかが、各社共通の問

題点である。また、銀行業法の問題点であるが、ネット決済を想定していないままなので、振込み側の名

前が受け取り側で把握できない。こういった問題もタイ政府として変えていって欲しい。そうすればネットバ

                                                   
39 休日の場合は翌営業日。 
40 タラード・ドット・コム＇楽天市場（ 松尾氏 
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ンキングなどを利用してオンラインで決済が進んでいくと考える。まだタイのＥＣ利用者は銀行振込を多く

使っているが、これは 10数年前の日本の状況と変わらないので、今後変わってくるはずである。 

 台湾の楽天市場の立ち上げにも参加したが、台湾の場合は決済が非常に特殊。当初はコンビニ支払

い、コンビニ受け取りが７割くらいあった。やはり地域性の特性はあるのではと思う。 

 日本でオンライン決済が普及したのは、やはりセキュリティを向上させ、ユーザーの不安を一つ一つ潰し

てきたことが大きい。例えば、日本の楽天市場では各店舗に顧実のクレジットカード情報を持たせず、個

人情報の流出に対する対策としている。ユーザーにとっては安心を提供できているし、このような努力を

一つ一つ積み重ねることで、顧実の信頼感を構築していくしかない。 

 

- 携帯電話での可能性について 

 現在はシステムの問題としてモバイルからはショッピングができない。ただし、これだけ携帯電話が普及

しており、また先進国でモバイルの EC が拡大している＇楽天はほぼ３割が携帯電話からの売上（ので、な

るべく早い時点で手を打つつもりである。 

 

 

 

 

第２節 その他のショッピングモールサイト 

 

(1) プラムン・ドット・コム 

 

ＵＲＬ www.pramool.com 

運営会社名 

及び所在地 

Pramool Dot com Co., Ltd. 

2220/56 Moobann, Srisukhuthi, Soi Ramkhamhaeng, Bangkabi, 

Bangkok 10240  Tel: 0-2736-3080 

出店数 3,057(2010 年3 月) 掲載商品数 99,040(2010 年3 月) 

種別 オークションサイト 

 

 

(2) タイ・オンライン・マーケット 

 

ＵＲＬ www.thaionlinemarket.com 

運営会社名 

及び所在地 

Mr.Arongkorn Lamon （個人） 

124/23 Jenpattana , Sananicom 1,Anusawaree, Bangkok 10200  

Tel:081-483-7739 

出店数 50,136 (2010 年3 月) 掲載商品数 284,406(2010 年3 月) 

種別 総合ショッピングモール （主に個人が出店） 

 

 

(3) パンティップ・マーケット 

 

ＵＲＬ www.pantipmarket.com 

運営会社名 

及び所在地 

Internet Marketing Co., Ltd. 

63/4 Intamara 1 Sutisarnvinitchi , Sansennai,Phayathai, Bangkok 

10400  Tel:0-2357-1960~1   Fax:0-2357-1962 

出店数 3,847  (2010 年3 月) 掲載商品数 92,078 (2010 年3 月) 

種別 ＩＴ系ショッピングモール  
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第３節 ショッピングモールサイト比較 

 

(1) 出店数及び商品数 

 

主なショッピングモールサイトの出店数及び商品数は以下の通りである＇表５－６（。ウィー・ラブ・ショ

ッピングとタラード・ドット・コムが群を抜いており、タイのショッピングモールサイトはこの 2 サイトが牽引

していると言える。 

 

表５－６ 出店数及び商品数一覧 

サイト名 出店数 商品数 店舗あたりの平均商品数 

ウィー・ラブ・ショッピング 209,054 3,568,439 17.07 

タラード・ドット・コム 173,485 1,614,466 9.31 

プラムン・ドット・コム 3,057 305,664 99.99 

タイ・オンライン・マーケット 50,136 284,406 5.67 

パンティップ・マーケット 3,847 92,078 23.94 

タイ・セカンドハンド 90,554 367,000 4.05 

（出所）各ウェブサイト及び電話ヒアリング（調査期間：2010 年3 月2 日～3 月10 日） 

 

 日本最大のショッピングモールサイトの楽天市場と比較してみると、出店数では大きな差は無く、上

位 2 サイトでは楽天以上の出店数を数える。しかし、商品数はウィー・ラブ・ショッピングでも楽天の 30

分の 1程度でしかなく、店舗内での商品構成充实度はまだ発展途上であると思われる。 

 

表５－７ 楽天のショッピングモール内出店数及び商品数  

サイト名 出店数 商品数 店舗あたりの平均商品数 

楽天 104,053 52,795,385 507.38 

（出所）楽天市場ウェブサイト www.rakuten.co.jp （2010 年3 月10 日） 

 

また、商務省事業開発局に登録している事業者は 6,073であり、表５－６の出店者数とは乖離してい

る。この理由のひとつには、各サイトにおけるコミュニティページ内の、個人間売買の出品人数もカウン

トしてしまっていることがあると推測される。 
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(2) アクセス数 

 

ウェブサイトのアクセス数の一般的な指標である、ユニークアクセス数＇訪問者数（とページビュー

＇ページ閲覧総数（は以下の通りである。 

ユニークアクセスは上位 3サイトが 13万から 15万。下位3サイトが 7万前後である。また、ページ

ビューはウィー・ラブ・ショッピングが約270万と圧倒的である。 

 

表５－８ アクセス数（3 ヶ月平均）一覧 

サイト名 ユニークアクセス41/日 ページビュー42/日 

ウィー・ラブ・ショッピング 139,886 2,718,998 

タラード・ドット・コム 133,051 784,719 

プラムン・ドット・コム 150,884 534,239 

タイ・オンライン・マーケット 77,336 234,761 

パンティップ・マーケット 69,673 432,779 

タイ・セカンドハンド 66,465 544,361 

（出所）TrueHits.net（調査期間： 2009 年12 年月11 日から 2010 年3 月10 日） 

 

 

第４節 ネット販売の利用例 

 

(1) Jay Mart＇携帯電話販売（ 

 

1988年設立の携帯電話小売り最大手。2002年に上場、資本金を２億バーツに増資。全国に 200ヵ

所の販売店を持つ。近年では携帯電話の販売だけでなく、支払い代行サービス業＇Payment Service 

Provider（にも参入し、電話料金、各種公共料金、ショッピングサイトなどの支払いなどを受け付けてい

る。電話によるヒアリングでは、「ネット販売の割合は１割以下」とのことである。ページビュー＇ＰＶ（は平

均 3 万アクセスに上るが、商品の詳細や価格を調べるための、カタログとしての利用度が高いようであ

る。 

 

社名 JAY MART PUBLIC Co., Ltd. 

ＵＲＬ www.jaymart.co.th 

所在地 9/121-3 UM Tower Building, 12thFloor, Ramkamhaeng Rd., 

Saunluang, Bangkok 10250 

Tel : 02-308-8000, 02-308-8183 

取扱商品 各種携帯電話 

決済方法 クレジットカード、CounterService、銀行振込、支店支払い 

配送 自社スタッフ、支店受け取り 

 

(2) Asia Books＇洋書販売（ 

 

 全国に約７０店舗を構えるタイで最も古い洋書専門店。ユーザーは外国語の書籍を必要とする学生、

研究者、在タイの外国人などである。また、タイに関する書籍も豊富なため、海外からの購入も多い。 

 

                                                   
41ユニークアクセス＇ユニークIP（とは、ある訪問者の、その日初めてのアクセスのこと。 同じページへのその日２回目以降のアクセスは、ユニークアク

セスとはカウントされない。 訪問者ごとに１日１回までしかカウントされないので、ユニークアクセス数＝訪問者数と考えることができる。 
42 ページビュー＇PV（とは、アクセス数の数え方の１つで、Webページが表示されるごとにカウントする。サイト内で閲覧された総ページ数と言える。

但し、ブラウザをリロードすることで外部からカウント数を操作できる余地もある。 
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社名 ASIA BOOKS CO., LTD 

ＵＲＬ www.asiabooks.com 

所在地 65/66, 65/70 7th Floor, Chamnan Phenjati Business Center, Rama 9 road, Khet 

Huaykwang, Kwang Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand 

Tel: (662) 715-9000 Fax: (662) 715-9198 

取扱商品 書籍（洋書） 

決済方法 クレジットカード、銀行振込、支店支払い 

配送 クーリエ（NTN）、EMS、支店受け取り 

 

(3) DHC＇化粧品・サプリメント販売（ 

  

 日本の化粧品・サプリメント製造販売大手のディーエイチシーのタイ現地法人。送料の無料サービス

＇購入金額に条件有り（や注文後 3時間以内の配送サービスなどを行っている。また、代金引換サービ

スも開始し、利用者の利便性を高めている。なお、ＤＨＣの商品は多くのタイの個人サイトでも輸入品を

格安で販売されている。 

 

社名 DHC (THAILAND) LIMITED 

ＵＲＬ www.dhc.co.th 

所在地 919/237 Jewelry Trade Center 19 th Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, 

Thailand.  

TEL : 02-3536-333 FAX : 02-3536-334 

取扱商品 化粧品・健康食品 

決済方法 銀行振込、ＡＴＭ、ペイサバイ、ネットバンク、代引き 

配送 - 

 

(4) Power Buy＇家電量販（ 

 

 全国に73店舗を持つ国内最大の家電量販店。財閥系のセントラルグループ傘下。電話でのヒアリン

グによると、家電という比較的単価の高い商品を扱っていること、また实物を見てから購入する傾向に

ある商品ことから、ネット販売の比率は高くない。決済方法はクレジットカードに対応していない。ウェ

ブ上でクレジットカードの決済は不可だが、オーダー確定後にパワーバイから電話での連絡が入るの

で、その際に電話を通じてクレジットカードを使用可能。 

 

社名 Central Retail Corporation 

ＵＲＬ www.powerbuy.co.th 

所在地 ZEN World Fl. 16, 4, 4/5 Rajadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel : 

0-2904-2000 

取扱商品 家電、パソコン、携帯電話 

決済方法 銀行振込、ATM 

配送 自社 

 

(5) TV Direct＇健康器具・家庭用品等（ 

 

 社名が表すとおり、テレビショッピングを主体とした小売業。テレビ＇地上波、衛星、ケーブル（、カタ

ログ、アンテナショップ、インターネットと幅広く販路を拡大している。販売上位はダイエット器具、キッ

チン用品などである。 
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社名 TV DIRECT CO., LTD. 

ＵＲＬ http://www.tvdirect.tv/ 

所在地 126/22 Moo 8, Soi Watcharapon, Ramintra Rd., Thailand  

Tel : 0-2666-0011 

取扱商品 健康器具（フィットネス）、家庭用品等、総合 

決済方法 代金引換（着払い）、銀行振込、クレジットカード、郵便為替 

配送 自社（商品製造元からの発送も含む）、ＥＭＳ 

 

(6) ショッピング・アット・オール＇書籍（ 

 

 2009年10月にオープンしたばかりの書籍専門のネット販売サイト。セブンイレブンが運営するため、

国内約5,000店舗＇2009年（で商品の受け取りが可能。支払いは、セブンイレブン店舗のみで受け付

けており、その他の決済方法には今のところ対応しているない。＇2010 年中にクレジットカードに対応

徒弟（ 

 

社名 CP All Public Company Limited 

ＵＲＬ www.shoppingatall.com 

所在地 283 Sribunrang 1 ,Silom Rd., Silom Bangkok 10500 

Tel 02-677-6900 

取扱商品 書籍 

決済方法 銀行振込、ＡＴＭ  

配送 注文時に指定したセブンイレブン店舗で受け取り、もしくは自社による配送 

（基本的に無料、購入金額2,000 バーツ以下の場合は、全国一律200 バーツ） 

 

(7) ホームプロ＇家具・家庭用品（ 

 

 全国に 36店舗を展開する家具・内装用品・家庭用品の大手企業。1995設立、公開会社＇上場企業（であ

る。 

 

社名 Home Product Center Public Co., Ltd. 

ＵＲＬ www.homepro.co.th 

所在地 96/27 Moo9, Bangken, A. Mueang, Nonthaburi  11000 

Tel: 02-832-1000 

取扱商品 家具、インテリア、家庭用品、内装関連商品 

決済方法 クレジットカード、銀行振込 

配送 自社（決済後48 時間以内） 
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第６章 日本の伝統産品・ファッション・日用品のネット販売の可能性 

 

第１節 日本の商品への興味及び売れている日本の商品 

 

タイ人にとって JAPAN というキーワードはそれだけで付加価値がある。近年の韓流ブームで、若年層の

志向は韓国に向いてきているが、未だブランドとしての価値は衰えていない感がある。タイ人の持つ日本製

品に対する印象は、「きれい・カワイイ」、「機能的・アイデア」といったプラスの評価が多い反面、「値段も高

い」というマイナスの評価も混在している。 

以下では、日本の商品に対するタイ人の抱くキーワードを中心に、日本の商品への興味とその売れ筋を

取り上げてみる。 

 

(1) きれい・カワイイ 

 

タイ人の間では、「日本風でカワイイ」という評価をする際に、「キク、アノネ43」という半ばタイ語化した

表現を使う。NHKのファッション番組「東京カワイイ TV」は、タイのケーブルテレビでも放送されており、

アジアをターゲットにした最近の「kawaii」戦略は的を射たものであるといえる44。 

働くタイ人女性向けをターゲットとした情報発信サイト「OL リパブリック＇www.olrepublic.com（」では、

ユーザーから「もっと日本のファッションを紹介して欲しい」、「ネットで販売して欲しい」という要望が非

常に多く寄せられているという。サイトでは化粧ポーチ、バッグ、手帳などの反響が高い。 

また、主に日本の服や小物を扱ったセレクトショップ45では、30 代をターゲットとした商品構成として

いるためか、日本製品に対する評価として「センスの良さ」を上げている。オーナー自身も日本のファッ

ションや小物は好きで、「欧米の高級ブランドとは違った、落ち着いた中に光るセンス」が日本製品のイ

メージであるいう。 

 

(2) 機能的・アイデア 

 

きれい、カワイイといった見た目だけでなく、「機能的でアイデアに富んでいる」という評価も日本製

品に対するタイ人のイメージである。 

伊勢丹バンコクで売れ筋の日本の商品46は、ハンガー・プラパック・食器など「痒いところに手が届い

た47」アイデア日用品や、女性向けのコンフォートシューズ等など、機能的に優れていて、タイでは他で

売っていないような商品である。また、100円均一で知られるダイソー48でも、日用品、バラエティ商品、

収納グッズなどが売れ筋であると言う。 

このように、主に日用品や雑貨などを中心とした分野では、日本人ならではの視点で企画された商

品、ユーザーの視点に立った使い勝手の良い商品が求められている。 

 

(3) 値段が高い 

 

デザインや機能に対する高い評価がある反面、やはり日本の商品は高いといったイメージがタイ人

の中では一般的である。 

現在、伊勢丹バンコクでは日本のファッションブランドの取り扱いは無く、商品を仕入れるルートも無

い。百貨店で販売する商品となると、価格の面でどうしてもタイのブランドには勝て無い状況である。オ

ンワード＇服飾大手（も 2006 年にタイから撤退している。日本では低価格ブランドして認知されている

                                                   
43 日本語の持つ語感から来た表現で、単語自体には意味は無い。 
44 若い女性向けファッションを扱うECサイトでは、サイトの名称に「KAWAII」を使うサイトも非常に多い。 
45 オーナーは元タイ航空のキャビンアテンダントで日本にも滞在経験がある40代のタイ人女性。 
46 必ずしも日本製だけではなく、日本からの輸入品で中国製なども含まれている。 
47 伊勢丹バンコク販売企画部、吉田裕之氏。 
48 タイでは 60バーツ＇約168円（を中心に販売。 
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ユニクロや GAPの価格帯でも、「タイでは高い部類に入る」49と言われており、価格面での競争力は不

可欠であると言える。 

 

(4) 求められているのは「プラス 1」 

 

タイ人が日本製品に求めているものが、タイ国内では売れ筋商品となっている。日用品・雑貨では、

気が利いたアイデア、便利さが求められており、ファッションの分野では、他国のものとは一味違ったセ

ンスの良さが注目されている。 

やはり、「タイでも普通に買える」、「タイにも同じようなものがある」では売れる商品とはならないようで

ある。日本人ならではのセンスとアイデアを取り入れた、「プラス１」の商品が求められる。 

 

 

第２節 日本の商品のインターネット販売例 

 

(1) OL リパブリック＇www.olrepublic.com（ 

 

2009年 12月50に立ち上げたばかりの、キャリア、ビューティー、ライフスタイルなど日本発の情報を

発信するサイト。会員数は約 3,500人。バンコク近郊在住、比較的高学歴の 20代から 30代の独身女

性が中心＇会員の 99％が女性（。ビジネスマナー、仕事術、オフィスで役立つグッズなどのキャリア関

連、ヘルシーライフ、健康グッズなどのヘルスケア関連の他、スキンケア、美容関連情報、日本の流行

などを紹介したライフスタイルといった情報を発信している。 

 

立ち上げ当初は情報の発信のみであったが、「会員から記事で取り上げた商品はどこで購入できる

か」などの問い合わせが多く、商品の販売も手がけるようになった。現在の販売商品は、コスメティック、

バッグ・ポーチ、ステーショナリーの各10アイテム。日本在住の契約スタッフがセレクトした商品を扱う。 

 

社名 OL Republic Co., Ltd. 

ＵＲＬ www.olrepublic.com 

所在地 61/23 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Rd., Klongton, Bangkok 10110 Thailand 

Tel: 0-2674-2668 

取扱商品 ファッション、小物、ステーショナリーグッズ、美容商品 

決済方法 銀行振込 

配送 小包（郵便局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真提供：ＯＬリパブリック 

                                                   
49伊勢丹バンコク販売企画部、吉田裕之氏。 
50 パイロット版の立ち上げは2009年5月。 
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【インタビュー】 OL リパブリック代表 伊藤真紀子氏 

 

- タイ人にとっての日本の商品へのイメージは？ 

ファッション、アクセサリーを中心に、充分に認知度と人気が高い。当サイトは女性をターゲットにして

いるので、特にファッション、コスメティックの要望が高い。タイの若い女性も流行に敏感であり、先進

国の中でも日本の流行を常にキャッチアップしたいという意識がある。 

 

- タイにおいてインターネット販売の可能性をどう捉えているか？ 

インターネットと日本製品という括りでは、学歴が高く裕福なホワイトカラーがターゲットになるので、

市場は限られる。但し、インターネットでの販売は距離の制約が無く、今までであればターゲットには

ならなかった地方在住の方でも購入してもらえるチャンスがあると考える。 

 

- 現在のネット販売での貴社の問題点は？ 

決済の方法が現在のところ銀行振込にしか対応していないこと。発注をもらっても实際に振り込んで

くるのは約半数でしかない。機会損失と理解している。クレジットカードなどその場で決済を確定させ

る方法がないと顧実を取り逃がすことになる。＇クレジットカードは現在申請中（ 

 

- 取扱商品の輸入は？ 

ほぼ自社で行っているが、化粧品や美容関連商品はタイの当局の認可を受ける必要があり、外部の

輸入業者に委託している。 

 

- 日本の伝統産品を受け入れる余地はあるか？ 

自社のサイトでなら充分に反響があると思うが、タイ全体のマーケットで考えると楽観視はできないと

思う。一般的に言って、伝統産品は流行と対向する製品であり、いくらよいものだからと言って売れる

とは限らない。伝統産品と先端のファッションを絡めてプロモーションしていけば可能性はあると思

う。また、展示会やアンテナショップ等の複数のチャンネルを持ち、实際に見て触れる状況を作らな

いと、伝統産品の良さはなかなか伝わらないのではないか。商品や情報の提供があれば、自社サイ

トの特集で日本の伝統産品を取り上げることもしてみたい。 
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(2) ダイソー(www.daisoeshop.com) 

 

日本の 100円ショップ大手ダイソーのタイ現地法人。バンコクなど都市部を中心に、国内 43店舗を

展開する。直営店は 3 店のみで、40 店はフランチャイズ。アマタナコン工業団地に自社工場を持ち、

プラスチック成型、日用品、雑貨などを生産。日本で販売しているものとほぼ同じ商品を、60バーツ＇約

168円（を中心とした価格帯で販売している。日本人駐在員は２名。 

 

 

社名 Daiso Sangyo (Thailand) Co., Ltd. 

ＵＲＬ www.daisoeshop.com 

所在地 266/11-13 Siamsquare Soi3, RamalRd., Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel : 0-2138-9611-3 

取扱商品 日用雑貨、便利グッズ、小物 

決済方法 銀行振込、クレジットカード（2010 年4 月から対応予定） 

配送 小包（郵便局） ※商品点数により送料設定 

 

【インタビュー】 ダイソー産業タイランド代表、福田健二氏 

 

- フランチャイズ制を導入したきっかけは？ 

2006 年までは直営で頑張ってきたが、直営展開では新規の需要開拓にダイソー単体では無理と判

断したため。 

 

- 取扱い商品数は？ 

商品を絞り込まずに、品目数を増やすこ戦略である。現在、約5万アイテムを扱う。 

週3本のコンテナで日本から輸入している。 

 

- タイと日本の違いは？ 

商品は中国産が多いが、中国からではなく日本から輸入することにより、「日本産」のイメージを定着

させている。タイ人顧実からは特にクレームなどはない。 

 

- 主な購買層は？ 

99％がタイ人。タイ人の構成は 80％が主婦、19％が単身者で若い女性である。 

 

- タイ人からの評価は？ 

日本の商品であることを印象付けるため、参入から 1-2 年は、店内でタイ語の掲示物を活用し、商品

説明とダイソーが日本の会社であることを印象付けた。現在、クレームも無く、リピーターが多い。 

 

 

 

第３節 インターネット通じた販売方法 

 

日本の商品をインターネットを通じて販売するには、主に以下の方法が考えられる。 

 

 タイ国内でウェブサイトを開設する方法 

 日本でタイ人向けのショッピングサイトを開設する方法 

 

以下で、それぞれの方法に関して、メリット、デメリットの視点から考察する。商品価格やタイ人の志向を考
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慮した分析は後述する。 

 

(1) タイ国内でウェブサイトを開設する方法 

 

タイのEC事業における事業環境は、法整備、インターネットインフラ、決済方法、配送手段が既にあ

る程度整っており、国内で事業を展開する決定的な阻害要因は無いと考えられる＇第１章、第４章参照（。

タイ国内でEC事業を行うには、現地の代理店を通じて行うか、現地で法人を設立する必要がある。 

タイに現地法人を設立し商品を展開する場合、まず現地の事情や状況の変化、ユーザーの動向な

どを敏感にキャッチできるほか、クレーム処理やタイ語での問い合わせに迅速に対応できるといったメ

リットが考えられる。更にタイ国内の決済手段をバーツ建てで提供することが可能で、利用者の不安を

軽減できる。配送手段に郵便局を利用すれば、トラック＆トレース＇第１章 6.参照（による配送状況の確

認が可能である。 

このように、「利用者の不安をひとつひとつ丁寧に取り除くことが大切」51であり、現地法人を設立する

最大のメリットはここにあるといえる。 

また、タイ国内に会社を構えることで、楽天市場傘下のタラード・ドット・コムや、ウィー・ラブ・ショッピ

ングなどの大手ショッピングモールサイトで出店が可能になる。勿論、独自のサイトの併用により、より

販路を広げることも可能である。 

一方、デメリットとしては、まず法人設立に関する初期投資と、タイ人パートナーの問題が上げられよ

う。BOI の承認を受ければ外資 100％での設立も可能であるが、合弁となった場合はパートナーの選

定が重要になってくる。 

更に、輸出入のライセンス取得と通関業務52も必要となってくる。また、商品を素早く届けるためには

商品をタイ国内に在庫する必要もあるであろう。タイ国内で運営しながら、商品は注文ごとに日本から

輸入ということは考えられない。 

このことから、比較的「足の速い」商品であるファッションや日用品などは、現地法人による事業展開

が向いていると思われる。 

 

(2) 日本でタイ人向けのショッピングサイトを開設する方法 

 

日本からタイ人＇だけでなく世界のユーザー（に向けてウェブサイトを立ち上げることも可能である。

日本の楽天市場では、「楽天海外販売」のコーナーを通じ、約 80 言語に対応しており、海外配送实績

は 100カ国に上る。こうしたサービスを利用すれば、比較的簡単にタイを含んだ海外向けのインターネ

ット販売がスタートできる。 

また、独自にウェブサイトを運営することも難しくはない。タイ語という言語障壁が考えられるが、ウェ

ブサイトの更新・管理の一部業務を、タイ国内の専門業者へ委託することも可能である。また、タイには

日系のウェブ製作会社、ウェブアプリケーション製作会社などが多数あり、業務を分担することで対応

は可能である。 

配送に関しても大きな問題は無いと思われる。EMS、DHLなどで配送が可能であり、100カ国に発送

实績のある楽天市場では「トラブルはほとんど無い」という。但し、輸入国での関税は完全に購入者側

の負担となる点は、事前の説明が必要である。 

この方法のデメリットは決済方法の選択肢が尐なくなることであろう。現在、タイ国内で多く利用され

ているEC決済手段の銀行振込やATM入金を受け付けることができず、クレジットカードやペイパル口

座＇オンライン決済サービス（のユーザーのみが潜在的な顧実となる。 

以上のようにメリット、デメリットがあるが、海外から高い配送料金を払ってまで購入したくなる商品とし

ては、やはりある程度の高額商品かタイ国内では入手不可能なものに限られてくる。伝統産品や高額

商品がこの方法に向いていると思われる。 

                                                   
51 タラード・ドット・コム＇楽天市場（松尾俊哉氏 
52 タイには日系の通関業者があり輸入通関業務を外部委託することも可能である。 



 

49 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

 

第４節 伝統産品販売の可能性 

 

一口に伝統産品と言っても、商品によりタイでの受け止められ方は違ってくる。化粧ブラシ、毛抜きなどは、

タイでも美容関係のプロフェッショナルに受け入れられている。一方、タイの市場へ売り込みが難しい商品と

しては、「タイにも同じような商品がある」場合や、「中国製品との違いが分からない」場合であろう。 

【ケーススタディ １】は、日本の伝統的な和紙の品質が、一村一品の商品と同一の評価をされている例で

ある。日本人にとって違いが分かるものでも、タイ人にとっては、単なるハンディクラフトとしか捉えていない

＇捉えられない（という事例である。 

 

【ケーススタディ １】 和紙製品 

 

日本のある老舗和紙メーカーは近年の国内需要の低下に伴い、和紙の風味を活かした、レターセット

やステーショナリーも開発している。 

 

最近ではオリジナルブランドを立ち上げ、アメリカ人デザイナーがデザインしたステーショナリーグッズ

を販売している。欧米を中心に人気が高い。 

 

2009 年、タイでの販売の可能性求め、タイの大手デパート数社に売り込みをしたが扱われないかっ

た。デパートの反応は、「OTOP 製品とどこが違うのか？」であった。OTOP とはタイの一村一品活動によ

る製品で、主に地方の農村や産業がない村で手作りを中心に生産されている商品である。タイの OTOP

生産品に関してはWEB＇http://www.thai-otop-city.com/（参照のこと。 

 

 

屏風メーカー泰山堂＇広島県福山市（が 2009年末にバンコクのデパート内で展示即売会を開催した際、

タイ人から「中国の屏風とどこが違うのか？」と問われた。販売対象となる国やその周辺に似たような製品が

ある場合は、違いをはっきりと示せるマーケティングが必要である。 

 

【インタビュー】 泰山堂 代表取締役 山路宜嗣氏 

 

- 今回タイで展示即売会を開催したきっかけは？ 

ニューヨークで展示会を開催したこともあり、海外での展開は常に考えていた。背景にはやはり国内の需

要が激減しており、海外進出に活路を見出したいという点がある。また、知り合いの業者がタイにあり、サ

ポートしてくれると言うことで出展を決意した。やはり現地に信頼できるパートナーがいないと、いきなり海

外に出るのは難しい。 

 

- 展示会での反応は？ 

タイに屏風の文化は無いため、何に使うのか、家具なのか、インテリアなのかという根本を尋ねてくる方が

多かった。また、作り手のこだわりや技術の高さが伝わらないもどかしさを感じた。製品のバックグランド＇う

んちく（への興味はあまり感じられなかった。 

但し、不動産ディベロッパーからは、内装用の素材やインテリアとしての問い合わせがあった。 

 

- タイ人の反応で気になったこと、特筆すべきことは？ 

品質や伝統よりも、見た目のデザインの良さに視点があると感じられた。今回販売した金屏風はある大手

タイ企業が購入し会長室に飾られているが、屏風としてではなく、壁掛けのインテリアとして扱われてい

る。 

http://www.thai-otop-city.com/
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- タイでの販売の可能性は？ 

伝統にこだわるのではなく、インテリアや素材として新しい使い方を提案するのも一つの方向性かと感じて

いる。また、屏風単体で売り込むのではなく、他の製品とのセットでトータルコーディネートを提案すれば、

何か見えてくるのではないかと思う。 

 

- インターネットを利用した販売は？ 

やはり、光の加減や距離感で変わってくる質感を感じてもらうには、インターネットはふさわしくないと思う。

店舗での販売が主でネットはその補助、もしくは告知ツールとして活用したい。 

 

 

 

インタビューから、「伝統的な製品を形を変えて送り出す」ことがひとつの重要な要素になると思われる。

伊勢丹バンコクの吉田氏は、「日本で売れなくなったものを、海外に出せば売れるかもしれないという考え

は間違っている。その国や地域の特性や需要、流行をリサーチした上で、商品開発することが不可欠であ

る」と指摘する。ちなみに伊勢丹バンコクでも、着物のハギレを素材にした小さなポーチなどは売れていると

のことである。また、OL リパブリックの伊藤氏も、「伝統産品と先端のファッションを絡めてプロモーションし

ていけば可能性はある」としており、伝統という言葉に囚われず、流行と地域性を取り入れた新たな商品開

発を進めることが、伝統産品をタイをはじめとする海外市場で販売していく重要なポイントとなるものと思わ

れる。 

 

【ケーススタディ ２】 タイの尐数民族の日用品をアレンジ 

 

タイ北部からミャンマーへかけての山岳地帯に住む尐数民族。その尐数民族の人々が生活の中で使っ

ている手作りの道具を、バンコク及び欧米向けに販売している会社がある。単に彼らの道具を商品とする

のではなく、都市生活者が「使えるようにアレンジした」商品を開発している。 

 

種もみを入れるカゴは足を付けることでワインスタンドになり、野菜バスケットはガラスの天板を付けてサ

イドテーブルとして売られている。 
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【インタビュー】 タラード・ドット・コム＇楽天株式会社（ＣＥＯ松尾俊哉氏 

 

- 日本製品の可能性に関して 

タイでも日本のファッション雑誌が＇Ray、Ｃａｗａｉi など（３誌ほど出版されており、ファッションに関しては確

实にニーズがあると思う。伝統産品は、どの層を狙っていくかが重要。タイは陶器・磁器など同様の商品も

あり、マーケティング戦略をどうするかが重要。富裕層に関しては年齢的にも高いと思われ、あまり EC を

利用して買い物をするとは感じていない。よって、富裕層を狙っていくのであれば、ネットだけがチャンネ

ルでいいのかという問題もある。 

 

- 日本の製品＇特に伝統産品（は価格的に難しくはないか？ 

タラード・ドット・コムでは車も販売实績がある。高額商品だからといって、一概に売れないということは考え

られない。商品への思い入れ・情熱をどれだけページを通じて作りこめるかが楽天のビジネスモデルであ

る。インターネットを利用するメリットは、タイ全土がマーケットになること。 

 

- どんな商品が売れるか？ 

思い入れをサイト上で表現できる商品で、品質がしっかりしていれば、商品のカテゴリーで売れる売れな

いということはない。日本でも同じだが、楽天側も売れないと思っていた日本の業者も、商品をうまく伝え、

効果的にプロモーションすることで成功につなげている。各業者がどこまで情熱をもって売り込めるかが

重要。 

 

- 伝統産品など触ってみないと伝わり難い商品に関しては？  

写真、動画など、いくらでもやり方はある。どこまで伝えられるかが重要であって、価格や商品カテゴリー

で、売れる売れないは無いと思っている。また、思い入れの伝え方が分からない業者も多いが、そういうと

ころを楽天ではサポートしており、タラード・ドット・コムでもECコンサルタントを置いて、サイトの作り方から

売り方などをサポートしている。 

 

 

 

第５節 物産展とECのコラボレーション（伝統産品） 

 

日本では、2010年1月、ヤフー・ショッピングに出展する47店舗が集まった物産展「人気グルメ＆スイー

ツお取り寄せ市」が西部百貨店＇池袋店（で開かれた。百貨店としては売上が低迷する中、お実を呼び込む

目玉となり、ネット通販にとっても新規の顧実開拓のチャンスである。 

日本の伝統産品をタイで販売する方法として、このような物産展とネットのコラボレーションも検討に値す

る。 

 

＇以上（ 
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資料１ 給与所得者のインターネット利用状況 

 

業種 性別 
給料 

（バーツ） 

自宅にインター 

ネット環境 
ＥＣ利用 購入商品 サイト 

印刷会社 男性 50,000 ある ある レコード、CD e-bay.com 

印刷会社 女性 17,000 ある ある 文房具 OL Republic 

印刷会社 男性 48,000 ない ある 教本 Amazon 

人材派遣 女性 12,000 ある ある コスメ、服 等 パンティップ 

人材派遣 女性 15,000 ある ある 服 パンティップ 

人材派遣 女性 16,000 ない ある 服、ホテル 等 複数 

製造 女性 10,000 ある ある 服 Weloveshopping 

製造 女性 12,000 ある ある 服 sanook.com 

製造 女性 11,000 ない ある 化粧品 不明 

製造 女性 10,000 ある ある ダイエット食品 不明 

製造 女性 20,000 ある ある 靴、アクセサリー Weloveshopping 

製造 女性 15,000 ある ある 書籍 Weloveshopping 

製造 女性 13,000 ない ある 写真集 Amazon 

製造 女性 14,000 ある ある ホテル予約 不明 

製造 女性 13,000 ある ある 無回答 不明 

物流 男性 46,000 ある ある ホテル 等 複数 

保険 女性 22,000 ない ある CD Amazon 

保険 女性 28,000 ある ある アパート探し 不明 

保険 女性 18,000 ある ある ペットその他 secondhand.com 

保険 女性 34,000 ある ある 物件、その他 http://classifieds.thaivisa.com/ 

旅行 女性 30,000 ある ある 無回答 不明 

商社 男性 12,000 ない ある CD 不明 

ウェブ製作 女性 15,000 ない ある 韓国製品 不明 

商社 女性 20,000 ない ある チケット 不明 

商社 男性 23,000 ある ある チケット 不明 

商社 男性 45,000 ある ある 無回答 複数 

公務員 女性 18,000 ない ある 服 不明 

旅行 女性 8,000 ない ある アクセサリー Weloveshopping 

旅行 女性 12,000 ある ある 無回答 不明 

旅行 男性 16,000 ある ある 無回答 複数 

製造 女性 22,000 ない ある 書籍 不明 

製造 男性 21,000 ある ある 時計 Weloveshopping 

商社 男性 36,000 ある ある 携帯電話 Weloveshopping 

公務員 女性 19,000 ない ある 書籍 不明 

ウェブ製作 女性 18,000 ない ある バッグ Weloveshopping 

公務員 男性 30,000 ない ある マニュアル 複数 

旅行 男性 18,000 ない ある チケット 不明 

旅行 女性 26,000 ない ある アクセサリー 不明 

製造 女性 24,000 ない ある ペット用具 Weloveshopping 

ウェブ製作 女性 27,000 ある ある カメラ Weloveshopping 

旅行 女性 43,000 ある ある 化粧品 不明 

旅行 男性 29,000 ない ある 服 不明 
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業種 性別 
給料 

（バーツ） 

自宅にインター 

ネット環境 
ＥＣ利用 購入商品 サイト 

公務員 女性 15,000 ある ある アクセサリー 不明 

不動産 男性 11,000 ない ある CD 不明 

 女性 19,000 ある ある 無回答 不明 

ウェブ製作 男性 14,000 ある ある 古本（写真集） 不明 

ウェブ製作 男性 22,000 ある ある デザイン書籍 Amazon 

ウェブ製作 女性 23,000 ない ある 服 不明 

旅行 女性 31,000 ある ある 服 不明 

旅行 女性 20,000 ない ある 無回答 不明 

旅行 女性 29,000 ある ある 服 不明 

不動産 女性 11,000 ない ある 携帯電話 不明 

ホテル 女性 22,000 ある ある アクセサリー 不明 

不動産 男性 48,000 ある ある 時計 複数 

ホテル 女性 33,000 ある ある 健康器具 不明 

ホテル 女性 36,000 ある ある ホテル予約 不明 

ホテル 女性 18,000 ある ある 無回答 不明 

不動産 女性 14,000 ない ある 服 不明 

ホテル 男性 26,000 ある ある 複数 不明 

不動産 女性 35,000 ある ある 時計 不明 

歯科医 女性 18,000 ない ある バッグ 不明 

銀行 男性 15,000 ある ある 無回答 不明 

銀行 男性 29,000 ある ある 無回答 不明 

不動産 男性 34,000 ある ある カメラ e-bay.com 

銀行 女性 16,000 ない ある 書籍 不明 

銀行 女性 26,000 ある ある 子供服 不明 

銀行 女性 22,000 ある ある 無回答 不明 

銀行 女性 25,000 ある ある 予約 不明 

印刷会社 女性 15,000 ある ない - － 

人材派遣 女性 15,000 ない ない - － 

製造 男性 9,000 ない ない - － 

製造 男性 15,000 ない ない - － 

製造 女性 12,000 ない ない - － 

物流 女性 15,500 ない ない - － 

物流 男性 19,000 ない ない - － 

物流 女性 26,000 ない ない - － 

物流 男性 40,000 ある ない - － 

旅行 男性 25000 ない ない - － 

旅行 女性 33000 ある ない - － 

商社 女性 14000 ない ない - － 

商社 女性 65000 ある ない - － 

旅行 女性 23000 ない ない - － 

製造 女性 16000 ない ない - － 

製造 女性 12500 ない ない - － 

公務員 男性 50000 ある ない - － 

商社 女性 28000 ない ない - － 
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業種 性別 
給料 

（バーツ） 

自宅にインター 

ネット環境 
ＥＣ利用 購入商品 サイト 

商社 女性 22000 ある ない - － 

商社 女性 14000 ある ない - － 

旅行 男性 34000 ある ない - － 

不動産 女性 26000 ある ない - － 

不動産 女性 25000 ある ない - － 

不動産 女性 22000 ある ない - － 

製造 男性 28000 ある ない - － 

製造 女性 19000 ある ない - － 

製造 男性 20000 ない ない - － 

製造 男性 30000 ある ない - － 

製造 女性 19000 ない ない - － 

製造 女性 17000 ある ない - － 

ホテル 女性 15000 ない ない - － 

歯科医 男性 31000 ある ない - － 

ホテル 女性 24000 ある ない - － 

不動産 女性 26000 ある ない - － 

銀行 男性 28000 ない ない - － 

銀行 女性 19000 ない ない - － 
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資料２ 「2001年電子商取引法」（非公式翻訳） 

 

注） 本翻訳は非公式の翻訳です。实際に法的根拠として使用する場合には、タイ語原文を使用願います。 

 

 

 

(非公式翻訳) 

2001年電子商取引法 

（Electronic Transaction Act B.E.2544） 

 

 

国王 プミポン・アドンヤデート 

今上王在位の第56 年である 

仏暦2544 年12 月2 日作成 

 

 

プミポン・アドンヤデート国王陛下は以下を布告し給う。 

電子商取引に関する法をもつことが得策であるので、この法律が国民

の権利と義務の制限に関する一定の規定を含むことが知られ、それに

関連して第29 条がタイ王国憲法第50 条との関連で法の定めるところ

によりそれを許すので、それゆえに、国会の助言と同意によりまたそ

れをもって、国王によって以下の通り制定される。 

第1 条 この法律は「仏暦2544（西暦2001）年 電子商取引法」という。 

第2 条 この法律は官報（訳者注、2001 年12 月4 日付け官報第118 

巻、第112a 部）中に公表した日から120 日後に発効するものとする。 

第3 条 この法律は、王令によりこの法律の全体的もしくは部分的適用

が除外されることが規定される取引を除き、データメッセージを用いて

行われる民間及び商業的取引に適用するものとする。 

上記第1 節の規定は消費者保護のために制定される法律または規則

を損なわないものとする。 

第4 条 この法律においては、「取引」とは、第4 章中に規定する民間

の商業活動に関するもしくは国の事業の遂行における行為をいう。 

「電子装置」とは、電子工学を基盤とする装置の応用機器、電子的装置、

電子磁気装置または類似した性質の他の装置をいい、光学的装置、磁

気的装置、もしくは前記の装置の応用機器を伴う装置を含むものとす

る。 

「電子商取引」とは、その中で電子装置が全体的もしくは部分的に使用

される商取引をいう。 

「情報」とは、文字、数字、音声及び画像の形式で、またはそれ自体で

もしくは他の装置を通して意味を暗示することのできる他の形式で、表

現される事象または事实をいう。 

｢データメッセージ｣とは、電子的データ交換、電子メール、電報、テレッ

クス、またはファクシミリ等の、電子装置を用いて生成、送信、受領、保

存、または加工される情報をいう。 

｢電子署名｣とは、電子的形式で創出され、データメッセージとの関連で

署名者を識別し、特定の人がデータメッセージ中に含まれる情報を承

認したことを示す目的で、その人のデータメッセージとの関係を確立す

るためにデータメッセージに添付される、文字、数字、音声、または他

の記号をいう。 

「情報システム」とは、データメッセージを生成、送信、受領、保存、また

は加工するために電子装置の補助により情報を加工するためのシス

テムをいう。 

「電子データ交換」とは、電子装置によりコンピュータからコンピュータ

へ合意された標準を使用して情報を発信することまたは受領すること

をいう。 

「オリジネータ」とは、データメッセージがその人によって送信または生

成されるか、またはその人の名義でもしくはその人に代わって送信ま

たは生成されるかを問わず、データメッセージがその人によって指定

された方法に従って送信のために保存される前にそのデータメッセー

ジの送信者または生成者である人をいうが、そのデータメッセージに

関する仲介者を含まないものとする。 

「名宛人」とは、オリジネータがデータメッセージを送ることを意図し、そ

のデータメッセージを受け取る相手の人をいうが、そのデータメッセー

ジに関する仲介者を含まないものとする。 

「仲介者」とは、他の人に代わって特定のデータメッセージを送信、受

領、または保存し、またそのデータメッセージに関して他のサービスを

提供する人をいう。 

「認証」とは、署名者と署名生成データとの関連を確かにするデータメ

ッセージまたは他の記録をいう。 

「署名者」とは、署名生成データを保持し自らのためもしくは他人に代

わって電子署名を創出する人をいう。 

「依存当事者」とは、認証または電子署名に基づいて行動し得る人をい

う。 

「国の代行機関」とは、省、庁、部、または他の名称で呼ばれ部の地位

にあるとされる他の政府機関、県庁、及び地方自治体、及び法律また

は王令によって設立された国の事業体をいい、何らかの事柄において

国の事業を遂行する権限と義務をもつ法人、団体、または個人を含む

ものとする。 

「委員会」とは、電子商取引委員会をいう。 

「省の長官」とは、この法律の執行を担務し監督する省の長官をいう。 

第5 条 第13 条から第24 条までの定めと第26 条から第31 条までの

定めは別様に合意されることができる。 

第6 条 首相はこの法律を担務し監督する。 

 

第Ⅰ章 

電子商取引 

 

第7 条 情報は、それがデータメッセージ形式にあるという根拠のみに

よって法的効力と強制力を否定されないものとする。 

第8 条 第9 条の定めに従い、取引が書面により行われ、または書面

により証拠立てられ、もしくは作成されなければならない文書により裏
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付けられるべきことを法律が求める場合、その情報の意味が変えられ

ることなく続いて行われる参照のために入手可能かつ使用可能なデー

タメッセージの形式で生成されるならば、その情報は既に書面により

作成され、または書面により証拠立てられ、もしくは作成された文書に

より裏付けられていると見做されるものとする。 

第9 条 ある人が書面中に署名をすることになっている場合、データメ

ッセージは次の場合に署名をなされていると見做されるものとする。 

(1) 署名者を識別することができ、署名者がそのデータメッセージに含

まれる情報が自分のものであることを承認していることを示すことがで

きる方法が使用されている場合。かつ 

(2) その方法が、データメッセージが周りの状況もしくは両当事者間の

合意を顧慮しつつ生成もしくは送信された目的のために適切であると

いう点で信頼できるものである場合。 

第10 条 情報が文書の原本として元の形で提示または保持されるべ

きことを法律が求める場合、その提示または保持が以下の規則に従っ

てデータメッセージの形式で行われるならば、それは法律に基づいた

文書の原本の提示または保持と見做されるものとする。 

(1) 情報がその最終的な形式で生成された時からの情報の完全性を

確かにするために当該データメッセージに対して信頼すべき方法が使

用されること。かつ 

(2) 情報が続いて表示されることができること。 

上記(1)に基づく情報の完全性の考慮は、通信、保存、または開示の通

常の過程で発生し得る、情報の完全性に影響しない追加の裏書または

記録もしくは変更とは別に、完全性と変更のないことを顧慮することに

よって行われるものとする。 

上記(1)に基づく情報の完全性を確かにするために使用される方法の

信頼性を判断する際は、その情報が生成された目的を含む、関連する

すべての状況が顧慮されるものとする。 

第11 条 証拠であるデータメッセージの証拠能力は、法的訴訟手続き

においてそれがデータメッセージであるという根拠のみによって否定

されないものとする。 

データメッセージが信頼すべきものであるかもしくはどの程度信頼す

べきものであるかを決めるためにデータメッセージの証拠能力を評価

する際は、そのデータメッセージが生成、保存、または伝達されるやり

方または方法の信頼性、及びそのデータメッセージのオリジネータが

識別もしくは示されたやり方または方法の信頼性、並びにすべての関

連する状況が顧慮されるものとする。 

第12 条 第10 条の定めに従い、文書または情報が保持されるべきこ

とを法律が求める場合、保持がデータメッセージの形式で以下の規則

に従って行われるならば、それは法律によって求められる文書または

情報の保持と見做されるものとする。 

(1) そのデータメッセージの意味が変えられることなく、続いて行われ

る参照のために入手可能かつ使用可能であること。 

(2) そのデータメッセージが、それが生成、送信、または受領されたま

まの形式で、または生成、送信もしくは受領された情報を正確に表示

することができる形式で、保持されること。 

(3) そのデータメッセージが送信または受領された日付と時刻を含め

てその起源、発生源、及び行く先の識別を可能にする情報が、もしあ

れば、保持されていること。 

上記第1 節は、情報の唯一の目的がデータメッセージが送信または受

領されることを可能にすることである情報には適用しないものとする。 

文書または情報の保持に責任を負う国の代行機関は、本条の定めに

反しない限り、またはそれに矛盾しない限り、その文書または情報の

保持に関する補足的詳細を規定することができる。 

第13 条 契約を結ぶための提示及び受け入れは、データメッセージの

形式で表現されることができ、契約は、契約に関する提示または受け

入れがデータメッセージの形で行われたという根拠のみによって法的

効力を否定されないものとする。 

第14 条 オリジネータと名宛人の間では、意思の言明または通知はデ

ータメッセージの形で行うことができる。 

第15 条 いずれかの人が何らかの手段でデータメッセージを送信した

場合、そのデータメッセージはその人のデータメッセージと見做される

ものとする。 

オリジネータと名宛人の間では、データメッセージは、以下によって送

信された場合にオリジネータのデータメッセージであると見做される。 

(1) そのデータメッセージに関してオリジネータに代わって行動する権

限をもった人。または 

(2) オリジネータまたはオリジネータに代わって行動する権限をもった

人によって自動的に動作するように組み立てられた情報システム。 

第16 条 名宛人は、以下の場合にデータメッセージをオリジネータの

ものであると見做しその前提で行動する権利を有する。 

(1) 名宛人がそのデータメッセージがオリジネータのものであることを

前もってオリジネータと合意された手順によって正当に確認している場

合。または 

(2) 名宛人によって受領されたデータメッセージが、オリジネータによ

ってデータメッセージを自分のものと識別するために使用される、また

その人がオリジネータまたはオリジネータに代わって行動する権限を

もつ人との関係を通じてそれへのアクセスを手に入れた方法を使った

人の行為に起因するものであった場合。 

上記第1 節の定めは次の場合には適用しないものとする。 

(1) その際に、名宛人が、オリジネータから名宛人によって受領された

データメッセージがオリジネータのものでないとの通知を受領し、同時

に名宛人に、その通知が関係する事实を確認する措置をとるための妥

当な時間があった場合。 

(2) 上記第1 節(2)項の場合、名宛人が妥当な処置を实施し、または合

意された手順に従って行動したとしても、データメッセージがオリジネ

ータのものでないことを名宛人が知っていたもしくは知っているべきで

あった場合。 

第17 条 第15 条または第16 条第１節に基づいて、オリジネータと名

宛人の間で、名宛人が妥当な処置を实施し、または合意された手順に

従って行動したとしても、名宛人が受領したデータメッセージに送信に

起因するエラーがあったことを知っていたまたは知っているべきであ

ったのでない限り、名宛人が受領したデータメッセージをオリジネータ

が送信することを意図したものであると見做し、その前提でそのデータ
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メッセージに関して行動する権利を有する。 

第18 条 名宛人は、妥当な処置を实施しもしくは合意された手順に従

って行動していたとしても、データメッセージの組が他のデータメッセ

ージの組と重複しておらず、名宛人がそのデータメッセージが重複し

たデータメッセージであることを知っていたまたは知っているべきであ

ったのでない限り、受領したデータメッセージの各組を個別のデータメ

ッセージと見做し、その前提でそのデータメッセージの組に関して行動

する権利を有する。 

第19 条 データメッセージを送信する前またはその時点で、オリジネ

ータの要求に応じてまたは名宛人との合意によりデータメッセージの

受領の通知が必要とされる場合、以下の規則が適用されるものとす

る。 

(1) 通知が特定の形式によりまたは特定の方法により行われるべきこ

とがオリジネータによって同意されていない場合、通知は自動情報シ

ステムによりまたは他の方法により、もしくは名宛人がデータメッセー

ジを受領したことをオリジネータに示すのに充分な名宛人の行為によ

り、名宛人による何らかの伝達によって行われることができる。 

(2) オリジネータが、データメッセージは名宛人による通知が受領され

たときに初めて送信されたと見做されるものとするとの条件を明示した

場合、データメッセージはオリジネータが通知を受領するまで送信され

ていないと見做されるものとする。 

(3) オリジネータが上記(2)中に言及した条件を明示していず、オリジネ

ータが明記されたまたは合意された時間内に、または時間が明記また

は合意されていない場合妥当な時間内に、通知を受領しなかった場合、

以下によるものとする。 

(a) オリジネータは、名宛人に対してオリジネータが通知を受領してい

ないことを明記し名宛人によって通知が行われなければならない妥当

な期限を明記した通告を行うことができる。また 

(b) オリジネータが上記(a)中の期限内に通知を受領しなかった場合、

オリジネータは、名宛人に通告することによって、そのデータメッセー

ジが送信されなかったものとして取り扱い、もしくはオリジネータは自

らがもち得る他の権利を行使することができる。 

第20 条 オリジネータが名宛人から通知を受領する場合、名宛人が関

連するデータメッセージを受領したことが推定されるものとするが、こ

の推測は、名宛人が受領したデータメッセージがオリジネータによって

送信されたデータメッセージと一致することを意味しない。 

第21 条 データメッセージの受領の通知そのものの中で名宛人によっ

て受領されたデータメッセージが、オリジネータと名宛人によって合意

されたもしくは適用すべき標準の中に定められた技術的要件を満たす

ことが明らかである場合、送信されたデータメッセージがすべての技

術的要件を満たしたと推定されるものとする。 

第22 条 データメッセージの発信は、それがオリジネータの制御の及

ばない情報システムに入れられる時に起きると見做される。 

第23 条 データメッセージの受領は、データメッセージが名宛人の情

報システムに入る時から起きると見做される。 

名宛人がデータメッセージの受領の目的で特定の情報システムを指定

していた場合、データメッセージの受領は、データメッセージが名宛人

によって指定された情報システムに入る時から起きると見做される。但

し、データメッセージが、名宛人によって指定された情報システムでな

い名宛人の他の情報システムに送信された場合、データメッセージの

受領はデータメッセージがその情報システムから取り出される時から

起きると見做される。 

本条の定めは、名宛人の情報システムが、第24 条に基づいてデータ

メッセージが名宛人によって受領されると見做される場所と異なる場所

に位置している場合にも、それに拘らず適用されるものとする。 

第24 条 データメッセージは、場合に応じて、オリジネータの事業の場

所で発信され、名宛人の事業の場所で受領されると見做されるものと

する。 

オリジネータまたは名宛人が2 つ以上の事業の場所をもつ場合は、上

記第1 節の事業場所の目的において、基礎を成す取引にもっとも関係

の深い事業の場所への言及がなされるものとする。但し、どの事業の

場所が当該取引にもっとも深い関係をもつかを判定できない場合は、

主たる事業の場所が、データメッセージが受領されまたは発信される

場所として 

取り扱われるものとする。 

オリジネータまたは名宛人の事業の場所が存在しない場合、当事者の

住居がデータメッセージの発信または受領の場所として取り扱われる

ものとする。 

本条の定めは、電報及びテレックス、または王令中に規定される他の

通信手段によって発信・受領されるデータメッセージには適用しないも

のとする。 

第25 条 王令中に規定される安全確保手続きに従って行われる電子

商取引は、信頼すべき方法を用いて行われたと推定されるものとす

る。 

 

第Ⅱ章 

電子署名 

 

第26 条 以下の事項に合致する電子署名は信頼すべき電子署名であ

ると見做されるものとする。 

(1) 署名生成データが、それらが使用される文脈の中で、署名者に関

連付けられ、かつ他の何者にも関連付けられていないこと。 

(2) 署名生成データが、電子署名を生成する時に、署名者の制御下に

あったこと、かつ他の何者の制御下にもなかったこと。 

(3) 電子署名の生成時後になされた電子署名への変更が検知可能で

あること。かつ 

(4) 電子署名に関する法的要件の目的が情報の完全性に関する保証

を与えることである 

場合、その情報に署名時後になされた変更が検知可能であること。 

上記第1 節の定めは、電子署名の信頼性を確立するためのいかなる

他の方法も存在しないとの限定を意味せず、もしくは電子署名の非信

頼性の証拠を上げることを制限しない。 

第27 条 署名生成データが法的効力をもつ署名を生成するために使

用されることができる場合、各署名者は以下のことを行うものとする。 
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(1) 自らの署名生成データの不正使用を回避するために妥当な注意を

払う。 

(2) 以下の場合に、電子署名に基づいて行動する、または電子署名を

支援するサービスを提供する、と妥当に予想され得る人に速やかに通

知する。 

(a) 署名者が、署名生成データが紛失、損害、損傷、不当開示され、ま

たはその目的に合致しないやり方で知られたことを知り、もしくは知る

べきであった場合。 

(b) 署名者が、署名生成データが紛失、損害、損傷、不当開示され、ま

たはその目的に合致しないやり方で知られたかもしれないという重要

な危険が起きることを状況から知った場合。 

(3) 認証が電子署名を裏付けるために発行される場合、署名者によっ

て行われる、認証の寿命の間を通して認証に関係するまたは認証の

中に明記されるすべての重要な表明事項の正確性と完全性を確かな

ものにするために妥当な注意を払う。 

第28 条 認証サービスが、署名としての法的効力のために使用され得

る電子署名を裏付けるために提供される場合、認証サービス提供業者

は以下のことを行うものとする。 

(1) 自らが主張してきた方針と慣行に従って行動する。 

(2) 自らが行う、認証の寿命の間を通して認証に関係するまたは認証

の中に明記されるすべての重要な表明事項の正確性と完全性を確か

なものにするために妥当な注意を払う。 

(3) 依存当事者が認証からすべての重要な表明事項を確認することが

できるようにする妥当なアクセスの手段を次の通り提供する。 

(a) 認証サービス提供業者の身元。 

(b) 認証の中で識別される署名者が、認証が発行された時に署名生成

データを制御していたこと。 

(c) 署名生成データが、認証が発行された時に、またはその前に有効

であったこと。 

(4) 依存当事者が次の事項を認証からもしくは別段確認することができ

るようにする妥当に使用可能な手段を提供する。 

(a) 署名者を識別するために使用される方法。 

(b) 署名生成データまたは認証が使用されることができる目的と価値

の限度。 

(c) 署名生成データが有効で、紛失、損害、損傷されていず、不当に開

示されもしくはそれらの目的に合致しないやり方で知られていないこ

と。 

(d) 認証サービス提供業者によって規定された責任の範囲または程度

の限度。 

 

(e) 第27 条の(2)項に基づく状況が起きた場合に署名者が通知を行う

ための手段の入手可能性。 

(f) 時宜を得た認証の取り消しのためのサービスの入手可能性。 

(5) 上記(4)(e)項に基づくサービスが提示される場合、署名者が第27 

条(2)項中に明記される通知を行うための手段を提供し、上記(4)(f)項に

基づくサービスが提示される場合、そのサービスが認証の時宜を得た

取り消しを生成することができることを確かなものにする。 

(6) 自らのサービスを提供する際に、信頼できるシステム、手順、及び

人材を利用する。 

第29 条 上記第28 条(6)項に基づくシステム、手順、及び人材の信頼

性を判断する際は、以下の要素を顧慮することができる。 

(1) 財務状態、人材、及び現有資産 

(2) ハードウエア及びソフトウエアシステムの品質 

(3) サービスの提供に関連して、認証、認証の申し込み、及び記録の

保持の手順 

(4) 認証の中で識別される署名者及び潜在的依存当事者に関する情

報の入手可能性 

(5) 独立監査人による監査の規則正しさ及び程度 

(6) 上記(1)から(5)までの中で言及した要素との適合性またはその存在

に関する認定機関または認証サービス提供業者による言明 

(7) 委員会によって規定される要素 

第30 条 依存当事者は以下の事項を行うものとする。 

(1) 電子署名の信頼性を検証するための妥当な手段を講じる。 

(2) 電子署名が認証によって裏付けられる場合、次の事項を行うため

の妥当な手段を講じる。 

(a) 認証の有効性、停止、または取り消しを検証する。また 

(b) 認証に関する限度を遵守する。 

第31 条 認証または電子署名は、以下の事項に関わりなく、法的に有

効と見做されるものとする。 

(1) 認証が発行される場所または電子署名が生成または使用される場

所。または 

(2) 認証発行者または署名者の事業場所の位置 

外国で発行された認証は、その認証を発行するために使用されたシス

テムの信頼性のレベルがこの法律に基づくシステムより低くなければ、

国内で発行された認証と同じ法的効力をもつものとする。 

外国で生成または使用される電子署名は、その電子署名を生成また

は使用するために使用されるシステムの信頼性のレベルがこの法律

に基づくシステムより低くなければ、国内で生成または使用される電子

署名と同じ法的効力をもつものとする。 

認証または電子署名が上記第2 節または第3 節に基づく信頼性をも

つか否かを判断する際は、国際標準及び他の関連要素もまた顧慮さ

れるものとする。 

 

第Ⅲ章 

電子商取引に関するサービス提供事業 

 

第32 条 人は電子商取引に関するサービス提供事業を行う権利を有

する。但し、財務的及び商業的安全性を維持するため、もしくはデータ

メッセージの信頼性及び信用度を強化するため、もしくは公衆への損

失を防ぐために必要な場合には、電子商取引に関するサービス提供

の特定事業の運営を事前の届出、登録、または許諾の対象とすること

を求める王令が発布されるものとする。 

どの場合に上記第1 節に基づく届出、登録、または許諾が必要とされ

るかを判断する際には、当該事業の運営の結果として起こり得べき影
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響の強さの重大性に応じた、損失防止策の適切性を顧慮するものとす

る。 

この目的のために、特定の国の代行機関が妥当な監督機関となるべく、

当該王令によって指定されることができる。 

上記第1 節に基づく王令の発布の推奨に先立って、適切な公聴会が实

施され、そこから得られる情報が検討されるものとする。 

第33 条 王令が発布され、特定の場合に電子商取引に関するサービ

ス提供事業の運営を事前の届出または登録の対象とすることを求める

場合、当該事業を運営することを欲する人は、当該事業の運営の開始

に先立って王令中に規定する資格ある係官に届出でもしくは登録を行

わなければならない。 

上記第1 節に基づく届出または登録に関する規則及び手続きは王令

に従うものとし、王令中に規定される係官は、届出または登録が行わ

れた時には届出証書または登録証書を届け出または登録の証拠とし

て届出または登録の日に発行し、届出でもしくは登録を行う人は行わ

れた届出もしくは登録の日から当該事業を運営することができる。但し、

王令中に規定する資格ある係官が後に届出または登録が誤ったもしく

は不完全なやり方で行われたことを発見した場合、資格ある係官は、

届出でたもしくは登録を行った人に、命令を受けた日から7 日以内に

それを是正し正確さと完全性を確かなものにするよう命じる権限を有

するものとする。 

事業の運営に際して、上記第1 節に基づいて届出でたもしくは登録を

行った人は王令中に定める規則及び委員会によって規定される通告

に従うものとする。 

上記第1 節に基づいて届出たもしくは登録を行った人が、上記第2 節

に基づく正確性と完全性を確かなものにするために欠陥ある届出また

は登録を是正することを怠る場合、または上記第3 節に基づく事業の

運営の規則に従うことを怠る場合、委員会は、誤った行為の重大性を

顧慮して1,000,000 バーツ以下の行政科料の課徴を検討し命じるもの

とし、また委員会は適当と考える場合その人にしかるべき適切な是正

のための何らかの行動をとることを求める命令を発することができる。 

行政科料の検討と課徴に関する規則は委員会によって規定される通り

とし、行政科料を課された人が支払を行うことを怠る場合は、行政手続

に関する法律に基づく行政処分に関する規定が必要な変更を加えて

適用されるものとし、係官による命令の執行がない場合には、委員会

が科料の支払を強制するために行政裁判所に訴訟を起こす権限を有

するものとする。 

この場合、行政裁判所が科料の支払を強制する命令が適法であると判

断するのであれば、行政裁判所は当該案件を審理し、科料の支払を目

的とした競売による売却のために財産の押収または差し押さえを決定

する権限を有するものとする。 

上記第4 節に基づく違反を犯す人が委員会の命令に従って是正を行う

ことを怠りもしくは違反を繰り返す場合は、委員会は、その人が届出ま

たは登録が関係する事業を引き続き運営することを禁ずる命令を発す

る権限を有するものとする。 

第34 条 王令が発布され何らかの特定の場合に電子商取引に関する

サービス提供事業の運営を事前の許諾の対象とすることを求める場合、

その事業を運営することを欲する人は許諾の申し込みを王令中に定め

る資格ある係官に提出するものとする。 

許諾の申込者の資格、申し込みに関する規則及び手続き、許諾の付与、

許諾の返上、許諾の停止または取り消しは王令の定めるところによる

ものとする。 

事業の運営に際して、上記第1 節に基づいて許諾を付与された人は、

王令中に定める規則、委員会によって規定される通告、または許諾中

に定める条件に従うものとする。 

許諾を付与された人が上記第3 節に基づく電子商取引に関するサー

ビス提供事業の運営の規則に違反しもしくは従うことを怠る場合、委員

会は、誤った行為の重大性を顧慮して2,000,000 バーツ以下の行政科

料の課徴を検討し命じるものとし、また委員会は適当と考える場合そ

の人にしかるべき適切な是正のための何らかの行動をとることを求め

る命令を発することができる。この場合、第33 条第5 節の定めが必要

な変更を加えて適用されるものとする。 

上記第4 節に基づく違反を犯す人が委員会の命令に従って是正を行う

ことを怠る場合もしくは違反を繰り返す場合、委員会は許諾を取り消す

命令を発する権利を有するものとする。 

 

第Ⅳ章 

公共分野における電子商取引 

 

第35 条 国の代行機関との、または国の代行機関による、法律に基づ

く行為の申請、許可、登録、行政命令、支払、通知、または履行は、王

令により定める規則と手続きに従ってデータメッセージの形で行われ

る場合、この法律の適用対象に該当し、その特定の事柄に関して法に

よって定められる規則と手続きに従って履行される行為と同じ法的効

力をもつと見做されるものとする。この目的で、王令はまた、関係する

人による行為または不作為を求め、または国の代行機関に一定の場

合の詳細事項を定める規則を発行することを求めることができる。 

上記第1 節に基づいて王令を発布する際、その王令は電子商取引に

関するサービス提供事業を運営する人に、事業の運営の開始に先立

って場合に応じて届出を行い、登録を申請し、もしくは許諾を取得する

ことを求めることができる。この場合、第Ⅲ章の定め及び関連する罰

則が必要な変更を加えて適用されるものとする。 

 

第Ⅴ章 

電子商取引委員会 

 

第36 条 議長として科学技術環境省長官、及び卓越した資格ある人々

から閣僚会議によって任命された12 名の委員から成る電子商取引委

員会を置くものとし、2 名の有資格者がそれぞれ以下の各分野から任

命されるものとする。 

(1) 財政 

(2) 電子商取引 

(3) 法律 

(4) コンピュータ科学 
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(5) 科学または工学 

(6) 社会科学 

但し、各分野において、有資格者の1 名は民間分野から任命され、国

家電子工学コンピュータ技術センター所長、国家科学技術開発庁長官

が委員兼書記となるものとする。 

上記第1 節に基づいて委員会の委員として検討し任命するために閣

僚会議への適任の人を選出し指名するための記録及び手続きは、省

の長官によって規定される規則に従うものとする。 

書記は2 名以下の副書記を任命するものとする。 

第37 条 電子商取引委員会は以下の権限と義務をもつものとする。 

(1) 電子商取引の促進と発展のための政策を策定し、関連する問題と

障害を解決する目的で閣僚会議に対して推奨を行う。 

(2) 電子商取引に関するサービス提供事業の運営を監視する。 

(3) この法律に基づいて王令を発布する目的で省の長官に推奨を行い

または助言を与える。 

(4) この法律の執行もしくはこの法律に基づく王令の实施における電

子署名に関する規則または通告を発行する。 

(5) この法律または他の法律の執行における他の活動を行う。 

この法律に基づく活動を实施する際は、委員会の委員が刑法に基づく

係官となるものとする。 

第38 条 資格ある委員の任期は3 年とする。 

退任する委員は再任命されることができるが、連続する2 期を超えて

就任することはできない。 

第39 条 第38 条に基づく任期の満了時の退任の他に、資格ある委員

は以下の場合に退任する。 

(1) 死亡 

(2) 辞任 

(3) 不作法、職務遂行の怠慢または不誠实、もしくは能力の欠如の理

由により閣僚会議によって解任された場合 

(4) 無能者または準無能者になった場合 

(5) 怠慢により犯した犯罪または軽犯罪によるものを除いて、刑期の

終局判決により投獄された場合 

第40 条 資格ある委員が第39 条に基づいて退任する場合、委員会は

残りの委員によって構成されると見做され、その委員の退任の日から

60 日以内に空席を埋めるための新しい委員の任命が行われるものと

する。 

空席を埋めるために任命された資格ある委員は交代された人の残り

の任期だけ就任するものとする。 

第41 条 委員会の会合で、定足数を構成するためには委員総数の2 

分の1 の出席を必要とする。 

会合において議長が出席していない場合または義務を遂行できない

場合には、委員会は委員1 名をその会合で議長を務めるべく選出する

ものとする。 

会合の決定は投票権の過半によるものとする。投票する際には、各委

員は1 票の投票権をもつものとする。賛否同数の場合は、会合で議長

を務める人が決定票として追加の1 票を投じるものとする。 

第42 条 委員会は、委員会に代わって何事かを検討または遂行する

下部委員会を任命する権限を有する。 

第41 条の定めは、必要な変更を加えて下部委員会にも適用されるも

のとする。 

第43 条 国家電子コンピュータ技術センター、国家科学技術開発庁は

委員会の事務局として役割を果たすものとする。 

 

第Ⅵ章 

罰則 

 

第44 条 第33 条第1 項に基づいて王令中に規定される資格ある係官

への届出または登録を行わず、もしくは第33 条第6 節に基づいて事

業の運営を禁じる委員会の命令に違反して電子商取引に関するサー

ビス提供事業を運営する者は、刑期1 年以下の禁固刑または100,000 

バーツ以下の罰金刑、もしくはその両方の刑に処すものとする。 

第45 条 第34 条に基づく許諾を取得することなく電子商取引に関する

サービス提供事業を運営する人は2 年以下の禁固刑または200,000 

バーツ以下の罰金刑、もしくはその両方の刑に処すものとする。 

第46 条 この法律に基づくすべての犯罪は、犯罪が法人によって犯さ

れた場合、管理者またはその法人を代表する者もしくはその法人の運

営に参画する者もまた当該犯罪に対する罰則を受ける責任を負うもの

とする。但し、その者が犯行をまったく知らなかったことまたは犯行を

黙認しなかったことが証明される場合はこの限りではない。 

 

連署者 

首相 

タクシン・シナワトラ 

Electronic Transactions Act / Thailand 18 

Pol. Lieutenant Major 

 

備考 

この法律の発布の理由は以下の通りである。最近の電子商取引は、そ

れが利便、迅速、及び効率を助長する電子技術の進歩に基づいてい

るほどに、その通信方法に順応し切っている傾向にある。しかし、かか

る電子商取引の方法は既存の法律によって支えられる商取引の方法

とは根本的に異なる。このことは、信頼性を達成し従来の手段で行わ

れる商取引に与えられる法的効力と同じ効力を認めるために、電子商

取引の促進への展望をもって、データメッセージを書類または書類に

よる証拠の機能的同等物として取り扱い、データメッセージの発信と受

領、電子署名の使用、及びデータメッセージの証拠能力を認知すること

によるデータメッセージの法的認知を必要とさせる。また、電子商取引

委員会を設立し、電子商取引の促進のための政策を策定し、規則を制

定し、電子商取引に関するサービス提供事業の運営を監視する義務と

ともに、潜在的に常に変化と発展を続ける技術の進展を追跡するため

に技術的進歩を促進する義務を負わせ、信頼すべき基準の確立を可

能にし、関連の問題と障害の解決策を推奨し、もって国内外の電子商

取引を振興することも得策である。これは、国際的に認められている

基準と实質的に同等の、またそれに沿った法律の施行を通じて实施す
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ることができる。それゆえに、この法律を制定することが必要である。  
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資料３ 「電子決済（E-Payment）サービス事業の監視・管理に関する勅令」（非公式翻訳抜粋） 

 

注） 本翻訳は非公式の翻訳です。实際に法的根拠として使用する場合には、タイ語原文を使用願います。 

 

 

2008 年 

電子決済（E-Payment）サービス事業の監視・管理に関する勅令 

 

電子決済サービス事業運営の監視・管理 

 

1.  当委員会は、必要に応じ、適宜、以下の事項について、電子

決済（E-Payment）サービスの原則、方法、及び条件を定める通

達を発することができる。 

(1) サービス利用者の個人情報の保持及び開示。 

(2) サービス・システムの信頼性・安全性の恒常的な監査

及び保障。 

(3) 計画、政策、方策、及び制度への遵守。 

(4) 明確なサービス手数料の規定。 

(5) サービス利用者からクレームがあった時、又は、異議

申立てがあった時のクレーム受け付け。 

(6) 会計及び業務報告。 

(7) 財務諸表及び業績のタイ国立銀行への提出。 

(8) 各種サービス事業の監視・管理に見合ったその他の

事項。 

2.  各種サービス事業の監視・管理における便宜を図るため、タ

イ国立銀行は、以下の事項について、秩序の維持に必要なサ

ービスの原則、方法、及び条件を追加で定める。 

(1) 決済証明書の発行。 

(2) 提出する金銭の保管。 

(3) 受取人が無条件で直ちに金銭を使用できる振込の上

限の規定。 

(4) サービス提供者の財務状態を維持するための事項。

又は、 

(5) 安全保障面の独立監査人の配備。 

安全保障面の独立監査人 

3.  サービス提供者は、以下の事項を行なわなければならない。 

(1)  電子決済サービスにおいてトラブル又は不具合が発

生した場合、早急にタイ国立銀行に通知しなければな

らない。 

(2)  この勅令に基づき、サービス提供に関する情報及び

詳細を作成し、担当官が立入り監査できるよう備えて

おかなければならない。 

(3)  法人の取締役又は管理責任者の変更があった場合、

タイ国立銀行に通知しなければならない。 

4.  サービス提供者がサービスを中止する場合、そのサービス提

供者は、サービス提供中止日の 60 日前までにタイ国立銀行に

通知しなければならず、また、サービス提供中止日から15日以

内に、受領証、登録証、又は許可証（場合による）をタイ国立銀

行に返却しなければならない。タイ国立銀行は、サービス提供

を中止するサービス提供者に対し、サービス提供中止前に、サ

ービス利用者の利益保護のための何らかの措置を講じるよう

命じることができる。 

5.  業務の便宜上、担当官は、サービス提供者に対し、電子決済

サービス事業監視・管理のための何らかの情報又は書類の提

出を求めることができる。 

 サービス提供者がタイ国立銀行の通達、当委員会の通達、又はこの

勅令に定められた原則に従わなかった場合、タイ国立銀行は、所定の

期日までに改善又は改正するよう命じることができる。
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資料４ 「2006 年勅令 政府の電子商取引の原則及び方法の規定」（非公式翻訳抜粋） 

 

注） 本翻訳は非公式の翻訳です。实際に法的根拠として使用する場合には、タイ語原文を使用願います。 

 

2006 年 

勅令 

政府の電子商取引の原則及び方法の規定 

 

1.  政府の電子商取引において、政府機関は、文書システムを電

子データの形態で作成するが、これは以下の性質を有していな

ければならない。 

(1)  電子データの形態で作成する文書は、将来、表示又

は参照することが可能で、且つ、電子データの形態で

全内容が保持できるような適切な形式でなければなら

ない。 

(2)  電子データの形態で作成する文書の提出の開始時

及び終了時を考慮しなければならない。通常、当該政

府機関の業務日及び時間帯に従う。 

(3)  電子署名の主、種類、形態、又は形式を特定するこ

とができ、且つ、署名の主が電子データの内容を認証

したと確認することができる方法を定めなければなら

ない。 

(4)  電子データの方法による手続きが行なわれた証明と

するため、電子データの方法又はその他何らかの方

法により、相手方に対し、受領通知ができる方法を定

めなければならない。 

2.  政府機関が電子データの方法で行政上の審理プロセスを行

使する場合、電子データの形態で作成する文書は、以下の性質

を有していなければならない。但し、当該事項に関する法に別

途定めがある場合を除く。 

(1)  文書に不具合がある場合、又は間違いがある場合

で、それが申請者の無知又は不注意によるものであ

ることが明確な場合、又は、追加情報を求める場合、

申請者に伝達する方法があること。当事者に通知しな

ければならないと法に定められている場合は、必要に

応じ、行政上の審理プロセスにおける権利と義務を通

知する方法もこれに含む。 

(2)  政府の電子商取引の特性に応じ、必要な場合は、当

該政府機関は、当事者が電子データの方法による政

府機関の行政上審理プロセスに合意及び受認しなけ

ればならないという条件を定めることができる。 

3.  政府機関は、電子データの方法による政府機関の手続きにお

ける情報の安全保持の方針及び指針、すなわち、政府機関の

安全性及び信頼性の方針及び指針を定めなければならない。

方針及び指針には、少なくとも以下の内容が含まれていなけれ

ばならない。 

(1)  情報へのアクセス又は使用管理について。 

(2)  使用可能な状態の情報システム及び情報のバックア

ップシステムを保持すること、及び、電子データの方

法による手続きができなくなった場合も持続的に通常

の情報システム使用ができるようにするための緊急

時対応計画を保持することについて。 

(3)  情報リスクの定期的な監査及び評価について。 

4.  直接、間接に関わらず、個人を特定することのできるデータ又

は情報を収集、保管、使用、又は開示する場合、政府機関は、

個人情報保護の方針及び指針を定めなければならない。 

5.  方針及び指針について、政府はこれを通達として作成し、当

委員会又は当委員会の委任する者の同意を受けなければ、施

行してはならない。 

6.  当委員会又は当委員会の委任する者は、政府機関がこの勅

令に従えるようにするため、まず、方針及び指針、又は、その

他この勅令の手続きに関連する事項の見本を作成しなければ

ならない。何らかの政府機関が特定の異なる法律に従う場合、

当該政府機関は、規定として発布されたその異なる法律に従う

内容を追記することができる。これに関しては、正確で完全で

あること、信頼性があること、使用可能な状態であること、及び、

システム及び電子データが安全であることが考慮されなけれ

ばならない。 

7.  この勅令に基づく原則及び方法に従う政府の電子商取引は、

許可、承認、同意、又は決定のために法律、又は、その事項に

ついて法の定める原則及び方法を除き、適用されない。 
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資料５ 「2007 年コンピュータ関連犯罪法」（非公式翻訳抜粋） 

 

注） 本翻訳は非公式の翻訳です。实際に法的根拠として使用する場合には、タイ語原文を使用願います。 

 

2007 年 

コンピュータ関連犯罪法 

（Computer - Related Crime Act B.E. 2550） 

 

コンピュータ関連犯罪 

 

1.  自らのため以外に独自のアクセス防止方策が講じられたコン

ピュータ・システムに不正にアクセスした者は、６ヶ月以下の禁

固、又は１万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

2.  他者が独自に定めたコンピュータ・システムへのアクセス防

止方策を察知した者は、この方策を不正に開示すると他者に損

害を負わせることがあると思われる場合、１年以下の禁固、又

は２万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

3.  自らのため以外に独自のアクセス防止方策が講じられたコン

ピュータ・データに不正にアクセスした者は、２年以下の禁固、

又は４万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

4.  他者がコンピュータ・システム上で送信している途中のコンピ

ュータ・データを入手するために、インターネットを使用して不正

に何らかの行為をした者は、当該コンピュータ・データが公衆の

利益のためにあるわけではない場合、又は、一般人が利用す

るためにあるわけではない場合、３年以下の禁固、又は６万バ

ーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

5.  他者のコンピュータ・データの全部又は一部を不正に損傷、破

壊、改竄、変造、又は追加した者は、５年以下の禁固、又は 10

万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

6.  他者のコンピュータ・システムの機能を停止、遅延、故障させ

たり、これを妨害したりし、通常の機能を妨げるために、不正に

何らかの手段を行使した者は、５年以下の禁固、又は 10 万バ

ーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

7.  送信元を隠蔽又は捏造して、他者にコンピュータ・データ又は

電子メールを送付した者は、これにより他者の快適な通常のコ

ンピュータ・システム使用を妨害した場合、10 万バーツ以下の

罰金が科される。 

8.  以下の違反を犯した場合は、次の通りとする。 

(1)  市民に損害をもたらした場合、その損害が直ちに発

生するものか、又は後発的なものであるか関わらず、

また、同時に発生するものか否かに関わらず、10 年

以下の禁固、及び、20 万バーツ以下の罰金が科され

る。 

(2)  国家の安全保障、公衆の安全、国家経済の安寧、又

は公衆サービスに関連するコンピュータ・データ又は

コンピュータ・システムに損害をもたらすと思われる何

らかの行為である場合、又は、公衆の利益のためのコ

ンピュータ・データ又はコンピュータ・システムに対す

る行為である場合、３年から 15 年の禁固、及び、６万

バーツから 30 万バーツの罰金が科される。 

 違反行為が他者を死に至らせた場合は、10 年から 20 年の

禁固とする。 

9.  違反行為の手段として使用するために特別に作成されたコマ

ンドを販売又は開示した者は、１年以下の禁固、又は２万バー

ツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

10.  以下に示す違反を犯した者は、５年以下の禁固、又は 10 万バ

ーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

(1)  全部又は一部が模造又は偽りのコンピュータ・デー

タをコンピュータ・システムに投入した場合で、他者又

は市民に損害をもたらすと思われる場合。 

(2)  偽りのコンピュータ・データをコンピュータ・システム

に投入した場合で、国家の安全保障に損害をもたらす

と思われる場合、又は、市民を脅かすと思われる場

合。 

(3)  国家の安全保障、又は、刑法典に基づくテロリズム

関連事犯に関する、違反のコンピュータ・データをコン

ピュータ・システムに投入した場合。 

(4)  猥褻なコンピュータ・データをコンピュータ・システム

に投入した場合で、そのコンピュータ・データが一般市

民のアクセス可能なものである場合。 

(5)  コンピュータ・データであることを認知していながら、

コンピュータ・データを開示又は送信した場合。 

11.  自らの管理下のコンピュータ・システム上で、違反に助力した 

/ これを受認したサービス提供者は、５年以下の禁固、又は 10

万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

12.  他者の画像であるコンピュータ・データを一般市民がアクセス

可能なコンピュータ・システムに投入した者は、当該画像がコン

ピュータ・グラフィックの手法又はその他の手法で作成、切り貼

り、添加、又は改変されたものであり、且つ、他者の名誉を毀損

したり、他者が蔑視されたり、他者が嫌悪又は恥辱を受けるも

のだったりすると思われる場合、３年以下の禁固、又は６万バ

ーツ以下の罰金、もしくはその両方が科される。 

13.  国外でこの法律に基づく違反行為をした者は、以下の場合、

国内で処罰を受けなければならない。 

(1)  その違反者がタイ人であり、且つ、違反を犯した国家

の政府又は被害者が処罰を要求した場合。 

 その違反者が外国人であり、且つ、タイ国政府又は被害者であるタイ

人が処罰を要求した場合。 
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資料６ ＥＣ事業登録申請書類（申請書） 

 

（電子商取引登録申請書 表面） 

 

（電子商取引登録申請書 裏面） 



 

66 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

 
 



 

67 

Copyright © 2010 JETRO. All rights reserved. 

資料７ ＥＣ事業登録申請書類（ウェブサイト詳細説明書） 
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資料８ ＥＣ事業登録申請書類（委任状） 
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資料９ 電子商取引登録証明書 
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