タイにおける新型コロナウイルスに関連する支援措置
※2022年3月4日時点での新規情報は黄色、更新情報は青字部分。
支援措置カ 個人or
No.
条件
テゴリー
法人

1

2

3

4

5

6

7

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

農家およ
び農業
農業協同組合銀行(BAAC)の既存顧客
関連事
業者

6月17日時点
6月4日時点
3月4日時点

制度概要

窓口（実施主体）

【タイの経済に影響を与える事象により影響を受けた顧客への支援】
・タイの経済に影響を与える事象(米中間の貿易摩擦、農産物価格の下落、干魃、新型コ 農業協同組合銀行
ロナウイルス(COVID-19)により影響を受けた顧客への支援。返済期間の延期、利子の引 (BAAC)
き下げ、最初の３年間の元金返済免除。

申し込み方法

実施期間

備考

タイ全国の農業銀行支店、電話番号02-555- 2020年1月1日～
0555
2021年12月31日

機関・報道URL
https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15045&conten
t_group_sub=1&content_group=3&c
ontent_group_semi=0002&inside=1

・観光業および関連事業事業者向けの低金利ローン（上限枠約7,800百万バーツ）
・タイ観光業復興ローン（上限枠約4,200百万バーツ）：年利2%上限融資枠1億バーツ
/件。
タイ政府貯蓄銀行
フェーズ3（閣議2022年1月4日）
（GSB）
・金利3.99％ 上限融資枠50万バーツ/人、返済7年以内、当初2年間は元金据置
・2022年9月30日までに登録
・対象追加：その他の事業 小規模生産者、卸売・小売業者など

タイ政府貯蓄銀行
GSBウェブサイト www.gsb.or.th にて登録受
2022年9月30日 （GSB）コールセン
付(申請は2021年12月30日まで)。
ター 1115

タイ政府貯蓄銀行（GSB）の既存顧客

COVID-19の影響を受ける顧客の債務負担軽減を目的とした支援
・元本・利子返済の一時停止（3-12カ月）
・厳格管理県(Red Zone)、一般県（Non Red Zone）区別あり。

タイ政府貯蓄銀行
（GSB）

タイ政府貯蓄銀行
GSBウェブサイト www.gsb.or.th にて登録受
2021年6月30日 （GSB）コールセン
付(申請は2021年6月30日まで)。
ター 1115

https://www.gsb.or.th/personals/mr
dz/

タイ政府貯蓄銀行（GSB）の既存顧客

買戻し権付の不動産売買契約者対象制度（他行との抵当権解除を除く）
・初年度年利0.10％、2年目0.99％、3年目5.99％
・上限融資枠 個人1,000万バーツ、法人5,000万バーツ

タイ政府貯蓄銀行
（GSB）

タイ政府貯蓄銀行
GSBウェブサイト www.gsb.or.th にて登録受
2021年12月30日 （GSB）コールセン
付(申請は2021年12月30日まで)。
ター 1115

https://www.gsb.or.th/promotions/mt/

個人/
法人

タイ政府貯蓄銀行（GSB）の既存顧客

COVID-19の影響を受ける観光業関連の製造、サービス、商業、サプライチェーンの中小企
タイ政府貯蓄銀行
業、事業者
（GSB）
・年利3.99%。上限融資枠50万バーツ/件。

タイ政府貯蓄銀行
GSBウェブサイト www.gsb.or.th にて登録受
2021年6月30日 （GSB）コールセン
付(申請は2021年6月30日まで)。
ター 1115

https://www.gsb.or.th/gsb_smes/prsmes
trv/

個人/
法人

【BOTソフトローン制度】（COVID-19の影響を受ける顧客の債務負担軽減を目的とした
支援）
・融資の上限額は、借主の2019年12月31日の債務の20％2019年12月31日もしくは
2021年2月28日現在のSME Bank与信枠の30％または5,000万バーツのいずれか高い
タイ中小企業開発銀行 (SME Bank) の
方、ただし、1.5億バーツが上限（新規顧客の場合は全ての金融機関合計で5千万バーツ タイ中小企業開発銀 http://bit.ly/3240dqTにて申請可能
顧客
行 (SME Bank)
が上限）
・返済期間の上限は10年
・手数料は免除
・最初の2年間は年利2%（最初の6カ月間は利息なし、政府が補助）
・その他条件に関しては要問合せ

法人

農業協同組合銀行の中小企業顧客、
2019年12月31日現在、債務状況がNPL 中小企業への低利融資 金利2％/年、2年間、最初の6カ月は無利子、総融資枠5億
として分類されていない、融資枠5億バーツ バーツ、上限2019年12月31日現在の債務残高の20％
以下

個人/
法人

個人/
法人

個人/
法人

タイ政府貯蓄銀行（GSB）の既存顧客

https://www.gsb.or.th/news/gsbpr58
/

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店Call 農業協同組合銀行(BAAC)各支店Call
Center 02 555
Center 02 555 0555
0555

2023年4月9日ま 問い合わせ先：
で
Call Center: 1357

言及なし

フェーズ 2
https://www.gsb.or.th/news/gsbpr28
/
フェーズ 3
https://www.gsb.or.th/news/pr-3006-6/

https://www.smebank.co.th/loans/restor
e
https://www.smebank.co.th/upload/25.1
0.64/FFnew.jpg

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15090&content_gr
oup_sub=0001&content_group=0003&ins
ide=1
https://www.baac.or.th/th/media.php?co
ntent_id=15092

No.

8

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

融資

個人

条件

タイ政府住宅銀行(GHB)の顧客

制度概要

窓口（実施主体）

【2021年の新規支援措置】（各措置の個別条件あり。）
①GHBの顧客またはGHBの支援措置を受けている者向け。6カ月間（2021年2月～7月）の
金利取下げ（25％、50％または75％に軽減）
申請期間：2021年1月15日～29日
②NPLの債務者または債務再編中のNPLの債務者向け。6カ月間（2021年2月～7月）の元
金・利息の支払猶予（25％、50％または75％に軽減）
タイ政府住宅銀行
申請期間：2021年1月15日～2月26日
（GHB）
③GBHの支援措置を受けたことがない顧客向け。6カ月間（2021年2月～7月）の元金・利息
の支払猶予（25％、50％または75％に軽減）
申請期間：2021年2月1日～2月26日
④フラットタイプの中小企業顧客向け。6カ月以内または2021年6月までの元金・利息の支払猶
予（25％、50％または75％に軽減）または、2021年6月までの支払猶予。
申請期間：2021年3月31日迄

申し込み方法

Mobile Application : GHB ALL にて登録

実施期間

言及なし

備考

タイ政府住宅銀行
（GHB）コールセン
ター TEL 0-26459000

※MLRは最優遇貸出金利、MORは当座貸越優遇金利、MRRは小口貸出優遇金利。

9

10

11

融資

融資

融資

個人/
法人

法人

個人

ローン顧客

・COVID-19の直接的な影響を受けた22
県の観光事業分野の顧客（ホテル、スパ、
レストラン、ツアー・ガイド、観光交通）バンコ
ク、ナコンパトム、ノンタブリー、サムットサー
コーン、サムットプラカーン、チャチュンサオ、パ
トゥムターニー、チョンブリー、プーケット、チェン
SME BANK 貸し出し金利を1年間1％に引き下げ
マイ、ラヨーン、ナコンラーチャシーマー、カーン
チャナブリー、ペチャブリー、クラビー、アユタ
ヤー、ソンクラ―、スラーターニー、プラチュアッ
プキーリーカン、コーンケン、パンガー、サラブ
リー

・New Gen Hug Baan Kerd 融資
（農業、農業関連業、Smart Farmer/農産物開発支援のための技術革新関連サービス
・45歳以下の農家、農家後継者、一般人 業/工業・商業・サービス業関連（非農業）分野の運転資金経費、投資金用融資）
等
返済期限
・BAACの顧客としてこれまで登録したことが 経費用借り入れの場合：借入日から12カ月以内、特別な事情がある場合は18カ月以内
ない（Sufficient Loanを除く）
投資用借り入れの場合：借入日から10年以内に、返済能力に応じて毎月、四半期、半
・フリーランスのための政策による職業訓練や 年、年での返済。借入当初1年間は元金返済据置。
スキル向上コース等を受講済み、または会社 金利
や店舗等での職歴のある人
経費用融資の年利 1～3カ月：0％、4カ月目以降：小口貸出優遇金利（MRR）
投資用融資の年利 1～3カ月：4％、4カ月目以降：小口貸出優遇金利（MRR）

各銀行

登録不要

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

https://www.ghbank.co.th/news/det
ail/public-relations/press-12-01-2021

https://www.bangkokbiznews.co
m/news/detail/881697
https://www.gsb.or.th/newsevents/pressreleases/2563/May/GSBPR49.asp
x
https://www.ghbank.co.th/news/
detail/publicrelations/announcement-of-loaninterest-reduction-may-22-2020
https://www.baac.or.th/th/conten
trate.php?content_group=9&conte
nt_group_sub=2&inside=1

貸出金利の引き下げ（MLR/MOR/MRRの順、単位％）
1.アユタヤ銀行 （5.58、5.95/6.05）
2.バンコク銀行 （5.25/5.875/5.75）
3.サイアム商業銀行（5.25/5.845/5.995）
4.カシコン銀行（5.47/5.84/5.97）
5.クルンタイ銀行（5.25/5.82/6.22）
6.貯蓄銀行（6.15/5.995/6.245）
7.政府住宅銀行（5.75/5.90/6.15）
8.農業銀行（4.875/6.25/6.5）

機関・報道URL

2021年10月15日～
2021年12月7日～
2021年6月17日～
2021年12月8日～
2021年4月1日～
2021年5月25日～
2021年5月25日～
2021年6月1日～

https://www.bangkokbank.com/t
h-TH/Personal/OtherServices/View-Rates/Loan-Rates

SME BANK本店02265-3000
SME BANKに問い合わせ
Call Center 1357

2021年4月まで

終了

https://www.smebank.co.th/news/de
tail/1037

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、
BAACに問い合わせ
コールセンター02555-0555

2021年6月30日
終了
まで

https://www.baac.or.th/th/media.php?co
ntent_id=15247

No.

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

条件

制度概要
・新生産シーズン短期融資Jump Start Credit
（2020/2021生産シーズンの短期生産を行う農家または農業関連の仕事における経費
用融資）

12

13

14

15

16

17

18

19

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

個人

個人/
法人

・BAACの顧客
・自然災害およびCOVID-19の影響を受け
た顧客支援策により返済猶予を受けている
融資枠：生産物販売額の70％以下かつ最大50,000バーツ/人
人
返済：12カ月以内、特別な事情がある場合は18カ月以内
金利：1～12カ月目 4％/年、13カ月目以降 顧客の通常金利
・20歳以上のタイ国籍者、またはタイの法律
に基づく登記法人
・登録済み漁船の所有者
・漁業経験1年以上
・商業漁業許可書を保有（商業漁業の場
合）
・漁業法39条に基づく漁業許可書取得を
禁止された人物でない、訴訟中ではない

個人/
法人

イスラム銀行（iBank）の既存顧客

COVID-19の影響を受けた漁師支援策
漁業事業者の流動性向上のための融資計画
期間：7月1日～2021年5月25日
返済：借入日から7年以内
融資タイプ1：短期融資 人件費、ガソリン代、氷代などの運転資金用
融資タイプ2：長期融資 漁船や道具の改良用資金
金利：7％（政府が3％/年補てん）

申し込み方法

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、
BAACに問い合わせ
コールセンター02555-0555

水産局水産政策戦
水産事務所
略開発部
02-561-3353

備考

融資機関は農業協同
組合、タイ政府貯蓄銀
2021年6月30日
行
まで

機関・報道URL

https://www.baac.or.th/th/media.php?co
ntent_id=15245

終了

申請7月1日～
2021年5月25日 融資機関は農業協同
農業協同組合銀 組合、タイ政府貯蓄銀
行は2026年4月 行
30日まで延長

https://www.thebangkokinsight.com/385
891/
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/33019
https://www.baac.or.th/file-upload/1582
1-1-ข่าวที%
่
2033%20農業協同組合銀行%20ขยายเวลา
ิ เชอ
ื่ ประมง.pdf
สน

https://www.ibank.co.th/th/product/
credit/detail/2020-04-22-17-5947/2020-05-01-16-32-26#

個人/
法人

・最大12カ月の保証手数料支払い期間延長
中小産業クレジット担保機関〔Thai Credit
・一定プロジェクト（PGS 5-7担保PJ)の手数料免除と最大5年間の担保期間延長
中小産業クレジット担
当機関にて申請。
Guarantee Corporation (TCG)〕の顧
保機関（TCG)
・新規顧客（要件あり）。担保手数料免2年間除。最大担保期間10年間。1人顧客当た
客
りの上限額は30百万バーツ。

言及なし

https://www.tcg.or.th/news_inside.p
hp?news_id=4989

個人/
法人

【ソフトローン・プラス制度】
中小産業クレジット担保機関〔Thai Credit
・ソフトローン緊急勅令に基づくローンの適格者
Guarantee Corporation (TCG)〕の顧
・一件当たり、最大担保額100百万バーツ。最大8年の担保期間。
客
・3年目からのローン担保手数料は年間1.75%（3年目より適用）

中小産業クレジット担
当機関にて申請。
保機関（TCG)

申請は2021年8月
終了
17日まで

https://www.tcg.or.th/customer_gen
eral_detail.php?customer_general_id
=13

個人
/法人

【SMEs タイ・チャナ（Bilateral6）制度】
中小産業クレジット担保機関〔Thai Credit
・担保を必要とする一般中小企業向け
Guarantee Corporation (TCG)〕の顧
・一件当たり、最大担保額100百万バーツ。最大10年の担保期間。
客
・担保手数料はリスクベースでの設定。

中小産業クレジット担
当機関にて申請。
保機関（TCG)

申請は2021年5月
終了
31日まで

https://www.tcg.or.th/customer_gen
eral_detail.php?customer_general_id
=12

個人/
法人

Krungthai銀行の中型規模以上の顧客

イスラム銀行
（iBank）

実施期間

2021年12月31
日まで

個人/
法人

COVID-19の影響を受ける事業者
・元本返済の一時停止（6～12カ月）等

窓口（実施主体）

iBankのリンクより申請書をダウンロードし、iBankにて
申請。

Krungthai銀行の各
・長期融資(term loan)の最大12カ月の猶予期間(grace period)
窓口
・約束手形（P/N）および国際貿易向けローン(trade finance)の返済期間延長（最大 Krungthai Contact Krungthai銀行にて申込
Center 02-1116カ月）
1111

50－500百万バーツの融資枠を有し、2行 【DR BIZ制度】
以上の銀行との融資を受けている事業者
・顧客の返済能力による返済手数料の取下げ。
（他の条件あり）
・返済期間の延長。所有融資枠の適宜見直し。等

Krungthai銀行の各
窓口
Krungthai Contact Krungthai銀行にて申込
Center 02-1111111

言及なし

終了

申請窓口：
https://www.bot.o
r.th/App/drBiz

2020年9月1日
から2021年12月 終了
31日まで

https://krungthai.com/th/personal/lo
an/personal-loan//419

https://krungthai.com/th/krungthaiupdate/promotion-detail/471

No.

20

21

22

23

24

25

26

27

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人
融資

融資

個人/
法人

個人/
法人

条件

制度概要

民泊・町観光事業を行う中小企業・事業者 ・最初の6カ月間は年利3％。上限融資枠は20万バーツ／件。

融資顧客

窓口（実施主体）
農業協同組合銀行
(BAAC)

緊急勅令に基づきタイ中銀（BOT）が事業者向け融資用に各金融機関に貸し付け（上
限3,500億バーツ）
【復興融資策】
・新規顧客：上限2,000万バーツ、既存顧客：与信枠残りの上限30％
・当初2年間の年利2％以下、5年間の平均金利5％以下、当初6カ月は無利息
各銀行
・タイ信用保証公社の緊急勅令復興融資 融資保証プロジェクトに要参加
【返済猶予策】
・金融機関が資産の譲渡を債務返済用の担保としての受け入れることを許可（期間は3-5
年）

申し込み方法

BACCに要問合せ。

実施期間

―

TCGにて申請

https://www.tcg.or.th/customer_general
_detail.php?customer_general_id=18

2021年12月30日までに登録
https://ln15.gsb.or.th/WEB-TMRS

2022年3月31
日まで

https://www.gsb.or.th/news/gsbpr31/

2021年12月31
終了
日まで

https://krungthai.com/th/personal/loan/p
ersonal-loan//441

法人

タイ政府貯蓄銀行のSME融資顧客、
既存顧客

ホテル、リゾート、ゲストハウス、サービスアパート事業者向け、元金・利息の返済免除6カ月
間、融資合計上限2.5億バーツ（他行の支援策を利用中の場合は利用不可）
本支援策の措置を3カ月延長

GSB Contract
center 1115

クルンタイ銀行の顧客

・リボルビングローン（個人ローン）：48回の分割払いのタームローンまたは債務返済能力に
応じた期間に変更
・タームローン（個人ローン）：契約に基づく分割払い額を最大6カ月間30％引き下げ
・抵当権付き住宅ローン：元金3カ月間据置、分割返済期間を12カ月延長することによる
各回の返済金の引き下げなど

クルンタイ銀行各支
登録
店
https://krungthai.com/covid19Contact Center
2/main
02-111-1111

個人/
法人

クルンシィアユタヤ銀行の顧客

1.個人ローン：リボルビングから分割払いに変更、各回の支払額を引き下げ、債務再編
2.法人顧客：緊急勅令に基づいた復興ローン、返済猶予
(1)-(3) www.krungsri.comにて申請
3.クルンシィオート自動車ローン：割賦ローン、自動車登録ローン（各回の支払い額を引き
クルンシィアユタヤ銀 (4) クルンシィオートに問い合わせ
下げ、返済猶予など）
言及なし
行
(5) クルンシィアユタヤグループのクレジット会
4.クレジットカード、クルンシィコンシューマーの個人ローン顧客：毎月の最低支払額を自動で
員サービスセンターに問い合わせ
引き下げ、通常ステータスの顧客は特別金利引き下げ、返済48-99カ月の猶予、返済延滞
顧客は分割期間を最大99カ月まで延長することにより毎月の分割払い額を引き下げ

融資

個人

農業協同組合銀行の顧客で下記を満たす
【COVID-19救済ローン】
者
・融資枠上限1万バーツ/人、当初6カ月間は元金と利息の返済不要、返済3年以内、月
・タイ国籍の20歳以上の農民/農業労働者
利0.35％
・COVID-19の影響を受け、緊急の費用が
必要な者

農業協同組合銀行 農業協同組合銀行各支店またはLine
Tel 02-555-0555 Offical : BAAC Family

融資

個人/
法人

2021年4月1日までに融資契約をした農業 [元金の返済猶予】
協同組合銀行の顧客
・顧客の返済能力に応じて元金のみ6カ月～１年間の猶予

農業協同組合銀行 農業協同組合銀行各支店またはLine
Tel 02-555-0555 Offical : BAAC Family

融資

個人

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/A/026/T_0005.PDF

受付2023年10
月9日まで、また
は保証枠1千億
バーツに達するま
で

緊急勅令に基づいた融資申請者

融資

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、コー
ルセンター02-5550555

各銀行の規定による。

個人/
法人

融資

機関・報道URL

2021年4月9日
公布

[緊急勅令復興融資 融資保証プロジェクト]
タイ信用保証公社
・保証期間中のプロジェクト手数料年利1.75％、政府が手数料（最大保証枠の3.5％）
(TCG)
を給付、保証期間最大10年

融資

備考

https://www.thansettakij.com/content/co
lumnist/482800

(1)-(2) Call Center 1572
(3)法人顧客用 02-2966262 または 02-626-2626
(4) クルンシィオート 02-7407400 ext.3 または 5
(5) クレジットカード会員サービス
センター：クルンシィアユタヤ02646-3555, セントラルザワン
02-627-8111,クルンシィファース
トチョイス 02-345-6789, テスコ
ロータスビザ1712

https://www.krungsri.com/th/newsandac
tivities/krungsri-banking-news/krungsrirelief-measure-covid19-phase-3

受付2022年9月
30日まで

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15779&content_gr
oup_sub=1&content_group=3&content_g
roup_semi=0002&inside=1
閣議 議案11
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/50171

言及なし

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15779&content_gr
oup_sub=1&content_group=3&content_g
roup_semi=0002&inside=1

No.

28

29

30

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

融資

融資

融資

個人

個人

個人/
法人

条件

制度概要

[キャリア構築融資プロジェクト】
・融資枠合計300億バーツ
農民、農民の子供・親戚兄弟、農業・農業
・融資上限100,000バーツ/人
分野以外の職業・家計のための小資本投
・費用ローンの場合年利4％、返済12カ月以内、特例の場合18カ月以内
資を計画をしている一般人など。
・投資用ローンの場合1～3年目年利4％、4～5年目小口貸出優遇金利（MRR）金
利、当初2年間元金据置、返済5年以内

農家、Smart Farmerの形での明確な事
業計画がある一般人

・COVID-19対策からの制限を受け完全な
事業運営ができない状況にある農業協同組
合銀行の顧客、飲食店関係者など。
1.明確な市場がある、2.市場の需要に沿っ
た生産能力がある、3.銀行との取引がある、
4.技術革新によりコストダウンできるなどの条
件あり。

[イノベーション融資プロジェクト】
・融資枠合計600億バーツ（1人当たりの融資上限は言及なし）
・経費用ローンの場合年利4％、返済12カ月以内、特例の場合18カ月以内
・投資用ローンの場合1～3年目年利4％、4年目以降小口貸出優遇金利（MRR）金
利、当初3年間元金据置、返済10年以内

窓口（実施主体）

申し込み方法

実施期間

農業協同組合銀行
農業協同組合銀行各支店またはLine
Tel 02-555Offical : BAAC Family
0555

申請期間2021
年7月1日～
2024年3月31
日

農業協同組合銀行
農業協同組合銀行各支店またはLine
Tel 02-555Offical : BAAC Family
0555

申請期間2021
年7月1日～
2024年3月31
日

[農業SME強化融資】
・融資枠合計300億バーツ
・融資上限1億バーツ/人、1～2年目年利4％、3～10年目顧客のタイプに応じて 小口貸 農業協同組合銀行
農業協同組合銀行各支店
Tel 02-555-0555
出優遇金利（MRR-1）/最優遇貸出金利（MLR）/当座貸越優遇金利（MOR）
(追加上限に応じた顧客の場合3～４年目年利4％)

備考

機関・報道URL
https://www.baac.or.th/fileupload/15832-1%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8
%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0
%B8%B5%E0%B9%88 35
%E0%B8%98.%E0%B8%81.%E0%B
8%AA.
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8
%B4%E0%B8%94 2
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0
%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8
%A1%E0%B9%88
%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8
%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0
%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8
%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0
https://www.baac.or.th/fileupload/15832-1%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8
%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0
%B8%B5%E0%B9%88 35
%E0%B8%98.%E0%B8%81.%E0%B
8%AA.
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8
%B4%E0%B8%94 2
%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0
%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8
%A1%E0%B9%88
%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8
%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0
%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8
%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0
https://www.baac.or.th/file-upload/158331%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5
%E0%B9%88 36
%E0%B8%98.%E0%B8%81.%E0%B8%A
A.
%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95
%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99
%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA
%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99
%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%99
%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81
%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9C
%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81
%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3
%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB
%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

申請2024年3月
31日まで

https://www.gsb.or.th/news/gsbpr34/
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32

33

34

融資

融資

融資

融資

個人/
法人

タイ政府貯蓄銀行のSME顧客
（飲食店事業者）

6カ月の元金・利息返済猶予(事業融資顧客で融資上限2.5億バーツ、返済延滞90日以
タイ政府貯蓄銀行
内の顧客）
(GSB)
本支援策の期間を3カ月延長

個人/
法人

・常設型の飲食店事業者（デパート内のレ
ストラン、ショップハウス（店舗付き住宅）の
レストラン、レストラン、ブースタイプの店など）
・移動式店舗は対象外（屋台、移動式屋
台、行商など）

[イムジャイ融資]（融資枠合計20億バーツ）
・COVID-19感染拡大の影響を受けた飲食店事業者の支援が目的
・年利3.99％、上限10万バーツ/人
・返済期間5年（当初返済6回は元金、利息の返済不要）

個人

・政府貯蓄銀行の顧客で下記を満たす者
・タイ人国籍者
・20～70歳
・農民/公務員/国営企業職員/政府機関の従
業員ではない
・不良債権(NPLs)ではない

[COVID-19対策ローン]2022年1月4日閣議決定
政府貯蓄銀行
・融資上限1万バーツ/人、当初6カ月は元金・利息の返済不要、返済3年以内、固定金利
(GSB)
0.35％/月

農業協同組合銀行の顧客で VISA/Thai
Standardデビットカード、Smart Card（保健
ボランティア、バンコク保健ボランティア、国立救急
医学研究所の従事者）、A-Genデビットカード、
ガセートスックジャイカード保有者

農業協同組合銀行のカード保有者（350万枚）のコロナ禍における生活費負担削減のため、PTG
・キャンペーン1:電話*793*826*
Energy社と共同で下記キャンペーンを実施
農業協同組合銀行、 ・キャンペーン2:電話*793*825*
・キャンペーン1 800バーツ/レシートのガソリン給油時に10バーツ割引（2回/月/カード）
PTG Energy社
にカード番号を前9桁後ろ4桁、＃を入力すると
・キャンペーン2 Maxnitron Power Tractorエンジンオイル5リットルを購入すると50バーツの割引
割引のSMSが送られてくる。
（1回/月/カード）

個人

政府貯蓄銀行
(GSB)

タイ政府貯蓄銀行各支店 申請は2021年 2022年3月31
12月30日まで
日まで

GSB各支店に問い合わせ

GSB Call Center
1115

2021年7月6日
（閣議決定日）
終了
～2021年12月
31日まで

https://ln15.gsb.or.th/WEB-RTRS
https://www.bangkokbiznews.com/news/
978868

https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/43490

https://www.gsb.or.th/news/gsbpr25/

政府貯蓄銀行の"MyMo"アプリから登録

申請受け付けは
2022年9月30日
まで

キャンペーン 1:
2021年9月30日
終了
キャンペーン 2:
2021年12月31日

https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/944539
https://www.gsb.or.th/gsb-lineman/
https://www.komchadluek.net/hotsocial/503653

https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/43564

No.
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44

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

個人/
法人

法人

条件

制度概要

窓口（実施主体）

申し込み方法

実施期間

備考

COVID-19の影響を受けたEXIM BANKの顧
客、タイの輸出入業者、投資家

[ソーム・サーン・スーム措置]
1) 直接・間接的に影響を受けた顧客に対し元金・利息の返済猶予
2) 事業の流動性を高めるための復興のための融資 上限1.5億バーツ、年利2％
3) 投資用および生産効率向上のための融資 上限1億バーツ、最低金利2％/年
4) Globalウンジャイ融資 上限1億バーツ、最低金利 3%/年
5) 輸出を始めたばかりの事業主支援のための輸出用無担保融資 上限150万バーツ、年利5％

タイ輸出入銀行
(EXIM BANK)

• 同制度第1弾の融資承認を受けた事業者で
同じ銀行からのローン申請を希望する事業者
• 3カ月以上社会保険料を納付していること。
•制度参加中、事業者の被保険者数80％以上
を維持していること。毎年検査あり。

[雇用促進のための融資制度第2弾]
合計300億バーツ
上限1,500万バーツ/人
1.有担保ローン 3年、年利2.75％
2.無担保や保証人を使用する場合のローン 年利4.75％、当初3年間固定

1.
労働省社会保険事 www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp
務所、バンコク銀行、 のe-service システムから事業所証明書を印刷 2021年12月31日 労働省ホットライン
タイ輸出入銀行、
2. 制度参加の銀行に融資を申請し社会保険 までに申請
1506
UOB銀行
事務所からの事業所証明書を提出
3.銀行が事業所に直接審査結果を通知

EXIM BANK
TEL. 0-2271-3700, 0-2278-0047, 02617-2111 Ext 4120-4

1),4),5)
言及なし
2)5年
3)7年

機関・報道URL

https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/43241

https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/942422
https://www.prachachat.net/finance/new
s-678005
https://ddi.dip.go.th/th/category/202105-03-14-06-20/2021-05-20-11-12-14

個人

[緊急融資]
COVID-19の影響を受けた20歳以上の農民、
農業協同組合銀行
上限1万バーツ/人 当初6カ月間元金・利息の返済不要、返済2年6カ月以内、 固定金利 0.1%/
農民の家族
Tel 02-555-0555
月

農業協同組合銀行各支店またはLine
Offical : BAAC Family

2020年4月15日
～2021年6月30 終了
日

https://www.matichon.co.th/economy/ne
ws_2616741

個人

COVID-19の影響を受けた小規模事業者、
[基盤強化融資]
フリーランサーまたは定期収入のある20歳以上の 上限5万バーツ/人、当初6回元金・利息返済不要、返済3年（30回）以内、固定金利0.35％/
政府貯蓄銀行の顧客
月

政府貯蓄銀行のアプリ"MyMo"にて登録

2021年6月30日
までに登録

https://www.gsb.or.th/オンライン/smesemp/

個人

・COVID-19または不景気の影響を受けた農
民、農民の子供・親戚兄弟、一般人
・農業協同組合銀行に顧客としてこれまでに登 [自給自足融資]
録したことがないこと
上限5万 バーツ/人、返済1年以内、利息1-3カ月目 =0% 、4カ月目以降小口貸出優遇金利
・自給自足（足るを知る）農業または多額の投 （MRR）
資を必要としない家族の生計のためのその他の職
業計画がある

農業協同組合銀行
Tel 02-555-0555

個人/
法人

小規模ムスリム事業者（屋台・行商は除く）、
[ムスリム小規模事業融資]
固定資産が500万バーツ以下、22～65歳、事
上限20万バーツ/人、返済 5年以内、年利15% (銀行の発表に基づくSPRR)
業運営歴2年以上

イスラム銀行
(iBank)

個人/
法人

[Local Economy Loan 第4弾]
・個人上限200万バーツ/人、 VAT登録個人または法人上限500万バーツ/人（その他条件により
タイ中小企業開発銀行 (SME Bank) の新規
異なる）、返済7年以内
顧客、既存顧客、タイ国籍者、タイ法人
・個人/VAT登録個人 年利1-3年目 = 4.875 % 4-7年目 最優遇貸出金利（MLR）
・法人 年利1-3年目 = 2.875% 4-7年目 最優遇貸出金利（MLR）

融資

個人/
法人

融資

個人/
法人

融資

個人/
法人

政府貯蓄銀行
(GSB)

農業協同組合銀行各支店またはLine
Offical : BAAC Family

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15246&content_gr
oup_sub=1&content_group=3&content_g
roup_semi=0002&inside=1

2021年6月30日
までに登録

https://news.ch7.com/detail/463772

2022年10月31日
申請はwebsiteまたはイスラム銀行電話 1302
までに登録

https://www.ibank.co.th/th/product/credi
t/detail/2020-04-28-10-56-01/2021-0126-11-39-35

2020年12月19日
～2021年12月18
日
または上限に達する
まで

https://www.smebank.co.th/loans/LocalE
conomyUpgrade

SME BANK
申請は オンライン "www.smebank.co.th"
電話 02-265-3000 または SME Development Bank (SME D
または1357
Bank) の各支店

COVID-19の影響を受けた中小企業（製造業
[Extra Cash Loan]
SME BANK
申請は オンライン "www.smebank.co.th"
従業員50人以下、年間収入1億バーツ以下、
上限300万バーツ/人、返済5年以内、固定金利当初2年間3%、無担保、最大12カ月間元金返 電話 02-265-3000
または SME D Bank の各支店
販売・サービス業 従業員30人以下、年間収入
済不要
または1357
5千万バーツ以下）
農業協同組合銀行
観光および関連事業を営む農業協同組合銀行
融資額上限10万バーツ/人に対し6カ月間無利息
(BAAC) TEL 02の顧客
555-0555
[返済猶予]
農家、個人、法人、フェーズ1、2の緊急融資計画の顧客
・年払いの場合：2021年7月~2022年3月に到来する元金返済期日について1年間猶予、利息
は従来の期日から2カ月猶予
2021年7月1日より前に農業協同組合銀行に ・月払い（毎月/四半期/6カ月）の場合：2021年7月~12月に到来する元金と利息の返済期日
農業協同組合銀行 Line Offical : BAAC
てローンを契約し、不良債権 NPLs を有していな について、従来の期日から2カ月猶予
(BAAC) TEL 02- Family,https://www.baac.or.th, Call
い顧客（貯蓄協同組合、政府機関、国営企業
555-0555
Center 02-555-0555またはBAAC各支店
は対象外）
イスラムクレジットを利用している顧客
・年払いの場合：2021年7月~2022年3月に到来する資金の支払い期日について1年間猶予、手
数料または利益の支払いは従来の期日から2カ月猶予
・月払い（毎月/四半期/6カ月）の場合：2021年7月~12月に到来する資金や手数料または利
益の支払い期日の猶予（銀行が指定する条件に従う）

2021年12月30日
終了
まで
2021年6月1日～
2021年12月31日

2021年12月15日
まで受け付け

終了

https://www.smebank.co.th/loans/Extra_
Cash
https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/947734

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15939&content_gr
oup_sub=1&content_group=3&content_g
roup_semi=0002&inside=1

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=15916&content_gr
oup_sub=1&content_group=3&content_g
roup_semi=4&inside=1
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支援措置カ 個人or
テゴリー
法人
融資

融資

融資

融資

融資

法人

個人

条件
既存顧客：2021年2月28日時点の融資限度
額5億バーツで不良債権 NPLs を有していない
新規顧客：2021年2月28日時点で金融機関
の融資を受けていない
不動産担保を有していること。

制度概要

窓口（実施主体）

[事業復興のためのソフトローン]
政府貯蓄銀行
当初5年間年平均利率5％、当初6カ月無利息。最大融資額は2019年12月31日もしくは2021
(GSB) コールセン
年2月28日時点の融資限度の30％以下または5,000万バーツ以下のいずれか高い方、ただし上限
ター 1115
は1.5億バーツ（融資合計5億バーツ）。新規顧客の場合は5,000万バーツ以下。
[Sai Thong 多目的ローン]
流動性を高めるためためのローン。最大融資額は1,000万バーツ、返済25年以内、当初6カ月は元
金と利息の返済不要、不動産担保
[住宅ローン/リファイナンス ]
1.住宅ローンの借り換え：最大9カ月間元金と利息の返済不要、上限500万バーツの追加融資可
能
2.住宅ローン：最大6カ月間元金と利息の返済不要

政府貯蓄銀行
(GSB) コールセン
ター 1115
政府貯蓄銀行
(GSB) コールセン
ター 1115

個人

記載なし

個人/
法人

政府貯蓄銀行の顧客で2021年8月1日より前
2021年12月31日より前に不良債権扱いとなった個人ローン、低所得者向けローン、教師・教育関 政府貯蓄銀行
に不良債権扱いとなった債務を有する者 (2020
係者向けローン、融資枠2,000万バーツの中小企業向けローンの債務者に対する法的措置を延期/ (GSB) コールセン
年4月1日から2021年7月31日の間に返済の
緩和
ター 1115
延滞が開始)

個人/
法人

完済時70歳以下の個人またはタイ人が株式を
50％超保有する法人

申し込み方法

実施期間

備考

機関・報道URL

GSB各支店に問い合わせ

ソフトローン緊急勅令
施行日（2021年4
月10日）から2年以
内

GSB各支店に問い合わせ

2021年9月1日～2021
年12月30日

終了

https://www.gsb.or.th/news/pr-news53/

GSB各支店に問い合わせ

住宅ローンの借り換え（9カ
月間0％）の契約は 2021
年10月29日までに完了させ
ること。
それ以外は2021年12月30
日まで。

終了

https://www.gsb.or.th/news/gsbpr52/

GSB各支店に問い合わせ

2022年6月30日
まで

https://www.gsb.or.th/gsb_smes/softloan/

https://www.gsb.or.th/news/pr
-02-09-64/
https://www.tnnthailand.com/n
ews/wealth/104969/
https://www.smebank.co.th/loa
ns/Top_up

SME D Plus Loan
SME BANK
オンライン "www.smebank.co.th"または
融資額5,000万バーツ/人、返済10年以内、年利4.5%、返済最大18カ月、承認された融資額の 電話 02-265-3000
SME D Bank各支店で申し込み
当初手数料 (Front-end-fee) 0.5% 、その他の手数料、条件等は銀行の規定に従う
または1357

2022年12月30日
まで

https://www.smebank.co.th/ne
ws/detail/1438
https://www.smebank.co.th/upl
oad/Content_2564/DEC/071264
Ban2.jpg
https://www.smebank.co.th/loa
ns/Happy

50

融資

個人/
法人

完済時70歳以下の個人またはタイ人が株式を
50％超保有する法人

投資のためのSME D Loan
SME BANK
オンライン "www.smebank.co.th" または
融資額5,000万バーツ/人、返済10年以内、年利5.5%、返済最大18か月、承認された融資額の 電話 02-265-3000
SME D Bank各支店で申し込み
当初手数料 (Front-end-fee) 1% 、その他の手数料、条件等は銀行の規定に従う
または1357

2022年12月30日
まで

https://www.smebank.co.th/ne
ws/detail/1438
https://www.smebank.co.th/upl
oad/Content_2564/DEC/071264
Ban4.jpg

https://www.smebank.co.th/loans/smile

51

52

53

54

55

56

融資

融資

融資

融資

融資

融資

個人/
法人

個人

完済時70歳以下の個人またはタイ人が株式を
50％超保有する法人

・特別優良農家(AAA+)、優良顧客 (AAA)
または銀行の条件をクリアした一般人
・有担保融資

流動資金のためのローン
融資額5,000万バーツ/人、柔軟な返済期間、毎年見直し可能、当初年利6.0％、承認された融
資額の当初手数料 (Front-end-fee) 1% 、その他の手数料、条件等は銀行の規定に従う

SME BANK
オンライン "www.smebank.co.th" または
電話 02-265-3000
SME D Bank各支店で申し込み
または1357

2022年12月30日
まで

https://www.smebank.co.th/news/detail/
1438

[機械エンジンイノベーション融資]
最大融資額は購入資産額（機械エンジン）の80％以下
利率は担保に応じて MRR-1％ または MRR -0.75％ またはMRR -0.50％

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、
BAACに問い合わせ
コールセンター02555-0555

2019年12月9日
～2023年3月31
日

https://www.baac.or.th/th/contentnews.php?content_id=14974&content_gr
oup_sub=1&content_group=3&content_g
roup_semi=0002&inside=1

[緊急勅令復興融資 融資保証プロジェクト フェーズ2]
個人/法 2021年9月6日以降に緊急勅令に基づいた融
・プロジェクト手数料年利1～1.75％
人
資承認を受けた人
・保証期間最大10年、保証枠1.5億バーツ/件

個人

個人

20歳以上のタイ国籍者で銀行が指定する次の
職業に従事している者
[キャリア構築融資】
1.技術者 2.オンライン販売などの小規模事業者
・融資枠5万～30万バーツ/人
3.公共交通機関の運転手 4.フランチャイズ店
・年利3.99％、返済5年以内（当初6回分は元金・金利の返済不要）
の事業者 5.小売店、卸売店、雑貨店、タイ式
マッサージ店、スパ、自動車整備店など明確な店
を持つ小規模事業者
期日通りに返済をしているBAAC顧客で2021年 [2021年度チャムラディーミークーン制度]
10月31日時点で支払い残額のある人
銀行から顧客の口座に実際に支払った利息の20％を返金（上限1,000バーツ/人）

個人/法 2021年10月31日時点で未払いがある、または [2021年度コロナと闘うための利息低減制度]
人
債務再編するBAACの顧客
・返済状況に応じて利息を10％～50％低減（詳細は銀行にて確認）

タイ信用保証公社
(TCG)

政府貯蓄銀行
(GSB) コールセン
ター 1115

問い合わせ先：
Call Center:
02 890 9999
Line: @doctor.tcg

申請
'https://ln15.gsb.or.th/WEB-JBMY'

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、
BAACに問い合わせ
コールセンター02555-0555
農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、
BAACに問い合わせ
コールセンター02555-0555

受付2023年10
月9日まで、また
は保証枠1,000
億バーツに達する
まで

2022年9月30日
までに申請

https://www.smebank.co.th/upload/Cont
ent_2564/DEC/071264Ban6.jpg

https://www.tcg.or.th/customer_general
_detail.php?customer_general_id=19

2021年11月23日閣議 案件13
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/48600
https://www.gsb.or.th/news/gsbpr67/

2021年12月15日
～2022年3月31
日

https://www.bangkokbiznews.com/news/
977036

2021年12月15日
～2022年3月31
日

https://www.bangkokbiznews.com/news/
977036

No.
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支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

融資

雇用関係

個人

条件
・職業および収入がある人
・20歳以上のタイ国籍者、ローンの完済時の年
齢が65歳以下
・居住地、職場があり、連絡が取れること。
・非公式債務登録者（ノーロー.1）（銀行から
の借り入れ日に登録可）

制度概要
[非公式債務解決のための融資]
・対象者が抱える非公式債務額に応じて融資（返済能力に応じる）、上限は5万バーツ/人
・固定金利 (Flat Rate) 月利1％
・手数料100バーツ/契約
・返済期間5年以内

[非公式債務解決のための融資]
・最大融資額10万バーツ/人
非公式債務のある農家
個人
・耕作地を担保とする場合、最大15万 バーツ/人
・年利12% 、返済期間12年以内
・死亡時には最大10万バーツ/人が保証され、返済した利息の30％の払い戻しを受ける。
[Smart Cash融資]
BAACの非公式債務解消のための融資制度の ・最大融資額5万バーツ/人
個人 顧客（期日通りの返済が可能）で、緊急の資 ・金利はMRR+ (0～3%)/年
金を必要としている人
・返済期間1年
・死亡時には最大5万バーツ/人を保障。
[収入を増やすための副業融資]
・最大融資額10万 バーツ/人
BAACの非公式債務解決のための融資制度の
個人
・最初の6カ月間は年利0%
顧客
・7カ月目以降はMRR金利/年（現在のMRR = 6.50%）
・返済期間10年以内
[事業復活ソフトローン]
2021年2月28日時点で、5億バーツ以下の与 ・最大融資額は、2019年12月31日または2021年2月28日時点の債務のいずれか高い方の30%
個人/法 信枠を持ち、不良債権がない EXIM Bankの顧 、ただし上限1.5億バーツ（新規顧客の場合、最大5,000万バーツ）
人
客または金融機関の与信枠を持たない新規顧 ・ 当初6カ月は無利子
客
・ 当初2年は年利2％、3、4、5年目は順に年利4%、6%、7%
・ 返済期間5年以内
・COVID-19の影響を受けた観光事業、観光関 [SME Re-Start融資]
連事業または観光事業と取引のあるその他の事 - 一般個人は、最大融資額 100万バーツ/人
個人/法
業
- VAT登録個人または法人は、最大融資額 500万バーツ/人
人
・営業年数3年以上
- 年利5.5%～ (MLR：-1.25%) 、返済期間10年以内、元金据え置き最大24カ月、前払い手
・借入申請日時点で不良債務がない
数料（Front-end-fee）0.5%～、その他の手数料は銀行の規定による。

タイ政府住宅銀行（GHB）の顧客

個人

[信用保証制度 TCG Microトンチャナ（MICRO 4）]
固定資産が500万バーツ以下（土地を除く）の
・ 保証枠1万 - 50万バーツ/人（全ての金融機関合計）
SME事業者（商売、製造、請負サービス、屋
・ 保証期間10年以内
台、行商など）
・ 手数料 保証枠の1.5%/年以下、当初2年間は手数料免除

個人

雇用主、被保険者（社会保険法第33
条、39条）

政府貯蓄銀行
(GSB) コールセン
ター 1115

[信用保証制度 TCG サーンチャート（PGS9）]
・ 保証枠20万～1億バーツ/人（全ての金融機関合計）
・ 保証期間10年以内
・ 手数料 保証枠の1.75%/年以下、当初2年間は手数料免除
【社会保険料引き下げ】
＊法律上では、保険料計算の基礎となる賃金の上限賃金額は1.5万バーツ。
・すでに通常額を支払った人は、社会保険事務所にて申請後、後日返金される。
6月～8月
・第33条被保険者、雇用主ともに月額5％から2.5％に引き下げ
・第39条被保険者は月額432バーツから216バーツに引き下げ（月給4,800 x 4.5％（従来は
9％）をベースとして使用）
2021年9月～11月
・第33条被保険者、雇用主ともに月額5％から2.5％に引き下げ
・第39条被保険者は月額432バーツから235バーツに引き下げ（月給4,800 x 4.9％（従来は
9％）をベースとして使用）

申し込み方法

実施期間

備考

機関・報道URL

言及なし

https://www.gsb.or.th/gsb_govs/resolve
-debt/

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、コー
BAAC各支店にて申請書を提出
ルセンター02-5550555

2023年3月31日
まで

https://www.facebook.com/baacthailand/
photos/a.376544126240/1015939701816
6241/

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、コー 農業協同組合銀行各支店またはLine
ルセンター02-555- Offical : BAAC Family
0555

2023年3月31日
まで

農業協同組合銀行
(BAAC)各支店、コー
BAAC各支店にて申請書を提出
ルセンター02-5550555

2023年3月31日
まで

タイ輸出入銀行
(EXIM BANK)

政府貯蓄銀行各支店に問い合わせ

EXIM Bank 各支店、オンライン
www.exim.go.th 、
コールセンター 02-169-9999,
02-271-3700 にて申請

SME BANK 電話
オンライン "www.smebank.co.th"、
02-265-3000または
SME D Bank各支店にて申請
1357

[持続可能な債務再編策]
・ 対策18[M18] ：口座ステータスが通常のリテール顧客の場合、分割払い額を通常額から25%、
50%、75%引き下げ、年利を0.25-0.50%引き下げ
タイ政府住宅銀行
・対策19 [M19] ：フラットローンの事業者顧客の場合、分割払い額を通常額から25%、50%、
（GHB） 電話 075%引き下げ、年利を0.25引き下げ
2645-9000
・対策17 [M17] ：ステータスがNPLのリテール顧客および債務再編中のNPLのリテール顧客の場
合、1～3カ月年利0％、4～6カ月年利1.99％、7～12カ月年利3.90％

個人

個人/法 課税ベースシステム内の一般SME事業者で、タ
人
イ国籍の個人またはタイ国内で登記した法人

窓口（実施主体）

タイ信用保証公社
(TCG) 電話02890-9999または
Line: @
doctor.tcg
タイ信用保証公社
(TCG) 電話02890-9999または
Line: @
doctor.tcg

2023年3月31日
まで

2023年3月31日
まで

M18, M19: 2021年12月14日～2022年1
月25日登録
M17: 2022年1月1日～2022年6月30日登 M18, M19:
2022年1～6月
録
M17: 2022年1～
Application GHB ALL、Lineアプリ上のGHB 12月
Buddy、オンライン www.ghbank.co.th 、各
支店にて受付
受付は2022年11
月30日までまたは
制度に参加する金融機関にて申し込み
制度の限度額250
億バーツに達するま
で
受付は2022年11
月30日までまたは
制度に参加する金融機関にて申し込み
制度の限度額
1,500億バーツに
達するまで

https://www.exim.go.th/th/Products_Ser
vices/SpecialPromotion/บรการสนบสน
นจาก-EXIM-Bank/มาตรการสนบสนนการใหสน
เชอแกผประกอบธรกจ-(สนเชอฟนฟ).aspx

https://www.smebank.co.th/loan.html
https://www.smebank.co.th/imgs/2022/
d2022-1.jpeg

https://www.ghbank.co.th/news/detail/p
ublic-relations/press-23-12-2021-m1718-19

https://www.tcg.or.th/customer_retail.p
hp?customer_general_id=17

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/A/107/T_0009.PDF

社会保険事務所

通常の手続き（納付金額が変更されるのみ）

2021年6月1日～
8月31日の3カ月
問い合わせ先：
間
TEL 1506（労働省
2021年11月30日
ホットライン ）
までさらに3カ月延
長

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/A/037/T_0031.PDF
https://www.prachachat.net/general/
news-680716
2021年9月21日閣議 案件8
https://www.thaigov.go.th/news/con
tents/details/46045
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/A/064/T_0030.P

No.

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

条件

制度概要

窓口（実施主体）

申し込み方法

実施期間

備考

機関・報道URL
https://www.sso.go.th/wpr/main/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B
8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA
%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B
9%8C_detail_detail_1_16_0/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%
B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%
B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99

67

雇用関係

個人

退職した、または解雇された被保険者

【被保険者への失業手当】
・自ら退職した被保険者へは90日間従来の給与の45％を支給する。解雇された被保険者 社会保険事務所
については200日間従来の給与の70％を支給する。

%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B
9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-

言及なし

適用期間
2年

問い合わせ先：各地
の社会保険事務所

%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B
8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%
E0%B8%B4%E0%B8%94-19%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%944897_
%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20:%20%E0%B8%AD%E0%B8%
B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0
%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%
88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0
%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%9
9%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%
E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0
%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%
A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0
%B8%B4%E0%B8%9419%20%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
_4897
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69

70

雇用関係

雇用関係

雇用関係

個人

個人

個人

【経済情勢からの影響による失業者に対する補助】
社会保険法第78条に基づく失業手当を受
・退職および雇用契約の終了により失業した場合：日給の45％、上限90日
給する権利のある被保険者である従業員
・解雇された場合：日給の70％、上限200日

社会保険事務所また
https://www.sso.go.th/eform_news/
は労働省ホットライン
からe-formで申請
1506

【不可抗力（COVID-19の流行）による失業者に対する補助】
・隔離のために仕事をせず（または雇用主が仕事をさせず）賃金を受給していない期間、ま
たは政府の事業所閉鎖命令により雇用主が事業の全部または一部を一時的に停止せざる
社会保険法第79/1条に基づく失業手当を
を得ず、従業員が仕事ができず賃金を受給していない期間、90日を上限とし、1日当たりの 社会保険事務所
受給する権利のある被保険者である従業員
賃金の50％を受給することができる。
・当該手当は従業員の解雇・退職、または雇用契約満了まで支給される。

プロビデントファンドに加入している雇用主・
従業員

2021 年1月9日以降、コロナ禍で金銭的に影響を受けた雇用主および労
働者は、2022年1月から6月までのプロビデントファンドへの積立金の
納付を一時的に停止または延期することができる。

各プロビデント
ファンド

申請は 2021 年1 月4 日より可能。従業員は、まず用紙
（SorPorSor.2-01/7 様式）に記入し、雇用主に提出す
る。次に、雇用主は用紙に記載されている従業員の情報および
その他関連書類（政府命令による事業の一時閉鎖の確認書
等）を、社会保険事務所ウェブサイト上の電子サービスシステ
ムを通じて提出しなければならない。
その後、雇用主は用紙を回収し、電子サービスシステムでの提
出より 3 日以内に事業の所在地にある管轄の社会保険事務
所へ配達証明付きで郵送しなければならない。

受給期間2年間：
2020年3月1日～ 2022年2月28日

社会保険事務所また
2020年12月19日
は労働省ホットライン
より施行
1506

登録官に通知をし、必要書類を提出する。 2022年1月～
必要書類には、コロナ禍で事業運営が困難 6月
であることを示す雇用主の書類が含まれる。

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/A/029/T_0005.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/A/107/T_0006.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/E/007/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/E/155/T_0014.PDF

No.
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73

74

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

雇用関係

雇用関係

雇用関係

雇用関係

個人

個人

77

[社会保険制度内の事業の場合]
・第33条被保険者に賃金の50％、上限7,500バーツ/人、最大90日を給付、タイ国籍者
には特別補助金2,500バーツを給付
・雇用主に所属従業員1人当たり3,000バーツの補助金給付（上限200人）
・第39条および第40条の被保険者に5,000バーツ/人の補助金給付（フリーランサーの場
合、2021年7月中に第40条被保険者として登録すれば、5,000バーツ/人の補助金給
付）
社会保険事務所
[社会保険制度外の事業の場合/"トゥングン"制度内の事業者の場合]
・従業員が2021年7月中に第33条被保険者として登録すれば、雇用主に所属従業員1
人当たり3,000バーツの補助金給付（上限200人）、タイ国籍の従業員には2,500バーツ
の補助金給付
・従業員がいない事業者の場合、2021年7月中に第40条被保険者として登録すれば、
5,000バーツ/人の補助金給付

[臨時採用]
大学卒業者でCOVID-19の影響を受けた人
政府機関14省の28機関にて臨時公務員として1万人を1年間雇用。

申し込み方法

地区の社会保険事務所または電話
(+66)0 2612 6060にて問い合わせ

公務員委員会事務
地域の政府機関
局(OCSC)

社会保険法第40条被保険者

個人/
法人

雇用主:社会保険制度に加入していること。
従業員:
1.タイ国籍者、25歳以下、25歳を超える場合
は、2019年以降の学業修了者
2.学士、上級職業訓練学校（ポーウォー
チョー）、職業訓練学校（ポーウォーソー）、高
校3年生を修了していること。

官民による新卒者のための新規雇用促進制度 (Co-payment)
・目的:新卒者に就職の機会を提供し、事業所の流動性を生みだすこと。
・政府が雇用主に学歴に応じた賃金の50％（最大7,500バーツ/月/人、最大12ヶ月）を補助。
・2020年10月1日～2021年11月30日

個人/
法人

雇用関係

雇用

窓口（実施主体）

個人

法人
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厳格最高管理区域に指定されている10都
県（バンコク、ナコンパトム、パトゥムター
ニー、ノンタブリー、サムットプラーカーン、サ
ムットサーコーン、ナラーティワート、パッター
ニー、ヤラー、ソンクラ―）における9事業
（1.建設、2.宿泊・飲食サービス、3.芸術・
娯楽・レクリエーション、4.その他のサービス、
5.卸売・小売・車両修理
業、6.輸送・保管、7.管理・支援サービス、
8.専門・科学・学術活動、9.情報・通信）
の雇用者と従業員

制度概要

[社会保険料引き下げ]
社会保険事務所また
・第40条被保険者、保険料を従来の60％に引き下げ (月額 70/100/300バーツから42/60/180 は労働省ホットライン 通常の手続き（納付金額が変更されるのみ）
バーツに)
1506

雇用関係

75

条件

個人

雇用局 ホットライン
1506

"www.จ ้างงานเด็กจบใหม่.com"にて登録

9事業（1.建設、2.宿泊・飲食サービス、3.芸術・娯楽・レクリ
エーション、4.その他のサービス、5.卸売・小売・車両修理業、
6.輸送・保管、7.管理・支援サービス、8.専門・科学・学術活
動、9.情報・通信）の雇用主と従業員
対象地域下記3グループ
10都県：バンコク、ナコンパトム、パトゥムターニー、ノンタブ
リー、サムットプラーカーン、サムットサーコーン、ナラーティワート、
パッターニー、ヤラー、ソンクラ―
3県：チョンブリー、チャチュンサオ、アユタヤ
16県：カンチャナブリー、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラーチャ
シーマー、プラチュアップキーリーカン、プラーチーンブリー、ペッチャ
ブリー、ペッチャブーン、ラヨーン、ラーチャブリー、ロッブリー、サムッ
トソンクラーム、サラブリー、シンブリー、スパンブリー、アーントーン

2カ月間のロックダウン措置による影響を受けた被保険者への補助金給付第2弾（2021年9月7日
閣議決定）
10都県+3県：2021年7月31日までに登録した第33、39、40条被保険者
3県：2021年8月4～24日に登録した第40条被保険者
・第33条被保険者の雇用主に所属従業員（上限200人）1人当たり3,000バーツの補助金を2カ 社会保険事務所また
登録 https://www.sso.go.th （第1弾の
月間給付
は労働省ホットライン
登録者は登録不要）
・タイ国籍の第33条被保険者に2,500バーツの補助金を2カ月間給付
1506
・タイ国籍の第34条および第40条被保険者に5,000バーツの補助金を2カ月間給付
16県：
・2021年8月4日～24日に登録し、保険料を納付したタイ国籍者の第40条被保険者に5,000バー
ツの補助金を1カ月給付

・社会保険制度に加入している民間の法人で従
業員が200名以下の雇用主
・プログラム参加中は2021年11月16日現在の
雇用水準95％以上を維持すること。
・登録は2021年12月20日まで。
・ นายจ ้างต ้องรักษาระดับการจ ้างงาน (ณ วันที่
16 พ.ย. 64) ไม่ตา่ กว่า 95% ในระหว่างเข ้า
ร่วม
โครงการ

SME事業における雇用促進・雇用水準維持プロジェクト
・政府がタイ国籍従業員数（200名上限）に応じて補助金を給付
・補助金3,000バーツ/人/月
・2021年10月～11月20日に登録した雇用主には3カ月間、2021年11月23日～12月20日に
登録した雇用主には2カ月間給付

[支援金給付]
政府の措置による影響を受けた遊興施設、パブ、バー、カラオケで勤務する第33条被保険者、遊興
社会保険法第33条、39条、40条の被保険者
施設関連フリーランスの第39条および第40条被保険者に対し、支援金5,000バーツ/人を1カ月間
給付。

実施期間

備考

機関・報道URL

6月29日閣議決定
https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/946035?ant=

言及なし
(7月13日閣議
決定）

7月13日閣議決定
https://www.thaigov.go.th/infographic/c
ontents/details/3472
7月13日閣議決定
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/43716

2022年9月30
日終了

https://radioamnatcharoen.prd.go.th/th/
content/category/detail/id/9/iid/23794
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/42600
https://www.tcijthai.com/news/2021/6/
watch/11719

2022年2月1日～
2022年7月31日

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/A/042/T_0001.PDF
https://www.thansettakij.com/generalnews/484039

2020年10月1日
～2021年11月30 終了
日

https://www.xn-12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/regi
ster/pdpa-page/employee

2021年8月～9月
に給付

No.48関連

https://www.thansettakij.com/generalnews/495486

終了

https://www.thaigov.go.th/infographic/c
ontents/details/3830

終了

https://www.doe.go.th/prd/main/custom
/param/site/1/cat/40/sub/0/pull/detail/vi
ew/detail/object_id/2066

雇用局 コールセン
登録 https://xn-2021年11月～
ター1506 2番または 12clbad8h3bflc6ebi5bbb9ecc5a0bzsnac 2022年1月
1694
0pf1b.doe.go.th/index.php

社会保険事務所また 登録不要
は労働省ホットライン 資格確認先
1506
https://www.sso.go.th/eform_news/

2021年12月29日
～2022年3月31
日

https://www.thaigov.go.th/infographic/c
ontents/details/4446

No.
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支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

条件

個人/
法人
税の申告・ （財団、
一部例外あり。詳細は要確認。
納付
協会は
対象
外）
優良輸出事業者（有効期限：2年間）
・資本金1,000万バーツ以上
・オンラインシステムの登録
・AEO認定者

税の申告・
納付

税の申告・ 個人、法
ノンバンクの債務者
納付
人

税の申告・
納付

法人

医療分野の法人

制度概要

【源泉徴収税率の引き下げ】
・ 2020年10月1日～2021年12月31日まで2％（e-withholding taxを通じて)。
2022年12月31日まで延長

窓口（実施主体）

歳入局（窓口）

・輸出事業者に対する迅速なVAT還付：オンラインシステムで還付申告書を提出→払い戻
しを15日以内に実施。紙ベースで法人から還付申告書を提出→払い戻しを45日以内に実 税務当局
施。

・ノンバンクの債務再編を支援するための税金、手数料に関する措置
・債務に関連する所得税等の免除など。
・不動産の登記手数料の引き下げなど。

申し込み方法

言及なし

実施期間

備考

2020年4月１日
～9月30日、
2020年10月1日 ～2022年12月31
日

歳入局にて紙ベースで提出またはオンライン
http://vatgx.rd.go.th/vatgx にて提出

機関・報道URL
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2563/A/026/T_0003.PDF
https://www.itax.in.th/media/%E0%B8%
A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8
%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B
8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B8%A2-1-5/
https://www.prd.go.th/th/content/catego
ry/detail/id/39/iid/7792
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/A/039/T_0001.PDF

https://www.rd.go.th/publish/fileadm
in/user_upload/morkor/testaaa/pdf62
/T_490_2562.pdf

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/u
ser_upload/news/news22_2563.pdf

歳入局
土地局

登録不要

2021年12月31日
終了
まで

https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/27756
https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/872408

医療分野への投資サポート策
（1）医療分野（例：医療機器・部品、医療用品に使われる不織布、検査キット、医薬品などの製造）への
投資に対し通常の恩典に加え、3年間の法人税50パーセント減免を付与。
条件：2020年1月～6月までに申請したプロジェクトで、同年12月までに製造を開始し利益を得ること。さらに
2020年～2021年
の間に製造した製品の少なくとも50パーセントをタイ国内に販売もしくは寄付する。
BOI
（2）既存の製造ラインを医療機器もしくは医療機器の部品製造に切り替えた場合の機械輸入税の免除
※条件：2020年9月内にプロジェクト変更の通知をし、2020年内に機械を輸入すること。
（3）医療用品製造に使われる原材料製造に対する恩典の拡充
業種「農産品からの燃料の製造」の範囲を医療用アルコール生産まで拡大し、8年間の法人税免除、医療用品
用不織布製造に対し法人税免除期間を3年から5年に延長

www.boi.go.th 「e-Service」

2020年3月30日
～

https://www.boi.go.th/index.php?pa
ge=press_releases_detail&topic_id=1
25042

https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_2225879

1.2020年10月1日からのたばこ税、刻みたばこ税の引き上げを2021年10月1日からに延
期
物品税局 022.空港倉庫に保管中の物品税が課税される輸出入品について、納税期限を通常の7～15 241-5600
日から最大120日に延長
3. 電動三輪車の物品税率を4％から2％に引き下げ

82

税の申告・
納付

法人

物品税納付者

83

税の申告・
納付

個人/
法人

土地建物税法における全種類の土地・建物 土地建物税法に基づく土地・建物税の税額の90％減税（最終税額は各現地自治体から
各現地自治体
が対象。
連絡される）。

84

税の申告・
納付

個人

個人所得税（インターネットでの申請のみ対
2020年度の個人所得税の納付期限（通常2021年3月30日まで）を2021年６月30
象）
日に延長

歳入局

登録不要

登録不要

登録不要

1.新税率は
2021年10月1
日から
3.2020年7月
10日～
4.言及なし
5.2020年7月9
日～

UPDATE 13/7/2020
https://www.mof.go.th/th/view/attachment/file
/3135303838/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8
%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81
%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0
%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84
%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0
%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8
%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
%20692563%20(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B
8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E
0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B
8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9
E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%
E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%
B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8
%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0
%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8
%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%98
%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0
%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8
%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94
%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B
8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9
7%E0%B8%9A...).pdf

物品税に関する措置につ
いて閣議承認済み、詳
細は言及なし。E65記載
内容は報道内容から抜
粋。

2021年12月31
終了
日まで

土地・建物税減額に関
する勅令第2号

2021年6月30日 終了

2020年課税年度の個
人所得税申告・納付の
期限延長に関する財務
省告示

No.

85

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

税の申告・
納付

個人/
法人

条件

源泉徴収税および付加価値税（VAT）
（インターネットでの申請のみ対象）

制度概要

窓口（実施主体）

2021年1月～5月の源泉徴収税、付加価値税の納期限について、通常、源泉徴収税は
翌月15日、付加価値税は翌月23日のところ、それぞれ翌月の末日まで延長。 ６月、７
月分も納期限を翌月末日まで延長。
2021年8月～11月の源泉徴収税、付加価値税、特別事業税の納期限について、2021 歳入局
年9月～12月の7日または15日のところ、それぞれ2021年9月30日、10月29日、11月
30日、12月30日まで延長。
また、延長期間を過ぎて申告した場合の措置の免除または軽減も行われている。

申し込み方法

登録不要

実施期間

備考

機関・報道URL
インターネット経由での税申告・納税の期限延長に
関する財務省告示第5号
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upl
oad/kormor/newlaw/mofexpandformnet5
.pdf

2021年9月～12
月（申告書提出
月）

https://www.mof.go.th/th/detail/2020-0
4-03-10-20-57/2021-08-24-15-01-50
https://www.itax.in.th/media/ขยายเวลา
ยืน
่ ภาษี ครึง่ ป/

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/E/303/T_0001.PDF

86

税の申告・
納付

個人/
法人

メディカルマスク等の輸入関税減免

HSコード6307.90.40および6307.90.90における手術用マスク、防じんマスク、メディカルマ
関税局
スク等の関税率を2022年9月30日まで免除。

登録不要

免税：2022年9
月30日まで。

関税局ホットライン
（Customs Care
Call Center) 1164

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/E/303/T_0002.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/E/153/T_0003.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/E/253/T_0016.PDF
https://www.thaigov.go.th/news/con

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/E/303/T_0003.PDF

87

88

89

90

コロナウイルス感染による疾病の治療・診断・防止のための物品の輸入関税免除
税の申告・ 個人/法 コロナウイルス感染による疾病の治療・診断・
対象品は、保健省の規定に従う。2021年4月1日から有効。関税局が定めた手続を行う必 関税局
納付
人
防止のための物品の輸入関税免除
要あり。

税の申告・
納付

税の申告・
納付

税の申告・
納付

原産地証明書は発行されたが、コロナ禍の影響によりタイの輸入者に原本を渡せない場合、
関税局告示の手続（輸入物品リリース後、30日以内に原本を提出等）に従い、当該証 関税局
明書のコピーを通関手続きに使用可能。

個人/
法人

原産地証明書の提出緩和
（JTEPA等の協定に適用）

法人

デジタル経済振興事務局に登録済みの企 SME事業者は、デジタル経済振興事務局に登録している企業に支払うコンピュータープログラ
業に支払うコンピュータープログラム/ソフトウェ ム/ソフトウェア費用についてその２倍を控除することができる。（10万バーツ以内）(2021 歳入局
ア関連費用
年1月1日～2022年12月31日）

個人/
法人

政府の「パックサップ・パックニー」
プログラム参加者

パックサップ・パックニープログラム（買戻し権付きの金融機関への債務返済のための担保資
産の譲渡受け入れ奨励措置）から発生する個人所得税、法人所得税、付加価値税、特
歳入局
別事業税、印紙税の免除

関税局が定めた手続を行う

2020年10月1日
関税局ホットライン
～
（Customs Care
免税：2022年9
Call Center) 1164
月30日まで

参考用（旧リスト）
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2563/E/092/T_0015.PDF
（新リスト2020年10月1日～）
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/E/061/T_0050.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/E/090/T_0005.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2563/E/305/T_0037.PDF

関税局が定めた手続を行う

歳入局に問い合わせ
RD Intelligence Center TEL:1161

2021年10月1日 関税局ホットライン
～2022年3月31 （Customs Care
日
Call Center) 1164

2021年1月1日～
2022年12月31日

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/E/074/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/E/239/T_0013.PDF

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upl
oad/news/2564thai/news28_2564.pdf

https://www.prachachat.net/fin
ance/news-671951

歳入局に問い合わせ

2021年7月14日
以降

https://www.rd.go.th/fileadmin/
user_upload/news/2564thai/ne
ws31_2564.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go
.th/DATA/PDF/2564/A/046/T_0
012.PDF

91

税の申告・
納付

個人/
法人

寄付用に輸入する医薬品、医療機器等の
輸入にかかるVAT の免除

慈善団体に寄付するためのCOVID-19の治療、診断、予防に使用される物品の輸入にか
かるVATを免除

92

税の申告・
納付

個人/
法人

93

税の申告・
納付

個人/
法人

ジェット機の燃料物品税

個人/
法人

指定期間内に関税を納付しなかった輸入者
指定期間内に輸入関税を納付しなかった場合の罰金は科さないが、2021年6月1日～9月
（支払い義務を回避する意図は持っていな
関税局
30日までに納付すること。
い）

94

税の申告・
納付

砂糖が含まれる飲料に課される砂糖税

物品税局が飲料の砂糖含有量に基づいた税率の引き上げ第３フェーズの開始時期を
2022年10月1日に1年間先延ばし

歳入局

ジェット機の燃料物品税減税期間を2021年12月31日まで延長（0.20バーツ/リットル）

物品税局
物品税局

歳入局に問い合わせ Customs Care
Call Center1164

2021年3月1日～
2022年3月31日

https://ctat.or.th/newsdetail.aspx?c=1&n=5877
https://www.rd.go.th/fileadmin/
user_upload/news/2564thai/ne
ws32_2564.pdf
https://www.thansettakij.com/content/m
oney_market/481432

登録不要

2022年9月30日
まで現行税率

登録不要

2021年12月31日
まで

https://www.matichon.co.th/economy/ne
ws_2683217
https://webdev.excise.go.th/act2560/min
isterial-regulations/672-14-2564

関税局指定の条件に従う。

2021年6月1日～
2021年9月30日
まで

https://www.customs.go.th/cont_strc_si
mple_with_date.php?current_id=142329
32404e505f49464b4d464b4b

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/A/064/T_0001.PDF

No.
95

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人
税の申告・
納付

96

税の申告・
納付

97

税の申告・
納付

98

税の申告・
納付

99

税の申告・
納付

税の申告・
100
納付

101

102

103

104

105

税の申告・
納付

電気・ガス
関係

電気・ガス
関係

電気・ガス
関係

電気・ガス
関係

個人/
法人

条件

制度概要

あらゆるケースの商品販売、サービス提供、輸入 VAT税率7％期間を2021年10月1日～2023年9月30日まで2年間延長

窓口（実施主体）
歳入局 電話 0
2272 9529 – 30
または 1161

会計期間2020年4月1日～2021年3月31日の法人所得税確定申告書(P.N.D.50,52,55)、財 歳入局 電話 0
務諸表、年次報告書(Disclosure Form)および会計期間2021年1月1日～2021年12月31日 2272 9529 – 30
法人 法人所得税 (オンラインでの申告のみ)
の法人所得税中間申告書 (P.N.D.51) の提出・納付期限を、当初の2021年8月3日～9月22日 または 1161
までから、2021年9月23日までに延長
歳入局 電話 0
個人所得税 (オンラインでの申告のみ)
2021年度の個人所得税中間申告書(P.N.D.94) の提出・納付期限を当初の2021年10月8日か
個人
2272 9529 – 30
ら2021年12月30日までに延長
または 1161
個人/法
地方自治体
土地建物税法における全種類の土地・建物 2022～2023年の土地建物税、閣議にて2019年土地建物税法第94条経過規定に基づく土地
人
建物税の適用を承認 (本来は段階的に引き上げられる予定)
が対象。

個人/
法人

個人/
法人

個人/
法人

個人/
法人

個人/
法人

ディーゼル燃料の物品税率を3バーツ/リットル引き下げ

全てのタイ発電公社（EGAT）に売電する発電 発電に使用するディーセル油（B0）および燃料油の物品税を免税する（官報掲載の翌日から
事業者
2022年9月15日まで6カ月間）

全県内のタイプ1-7の電力ユーザー

水道ユーザー全県内の住宅・小規模事業
所（政府機関・国営企業は除く）の水道
ユーザー

住宅、中小企業の保証金支払者

【電気料金引き下げ】
・2021年7月～8月の料金を引き下げ（7月13日閣議決定により追加）
住宅タイプ1.1：最初の90ユニット無料
住宅タイプ1.2、1.3：2021年2月の電気代から算出した割引適用（首都圏配電公社
（MEA）ウェブサイトでの詳細要確認）
事業タイプ2.1、2.2：最初の100ユニット無料
タイプ3～7：2021年12月までミニマムチャージの免除

実施期間

備考

機関・報道URL
https://bit.ly/2Wcl3GX

登録不要

登録不要

登録不要
登録不要

既存の酒類販売許可証、たばこ販売許可証、ト 2017年物品税法により徴収される酒類販売許可証、たばこ販売許可証、トランプ販売許可証手数 物品税局 電話 02登録不要
ランプ販売許可証を持つ者
料の免除
241-5600

個人/法
無し
人

法人

申し込み方法

2021年10月1日～
2023年9月30日

2021年
9月23日

2021年
12月30日

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/A/054/T_0001.PDF

終了

https://www.mof.go.th/th/detail/202004-03-10-20-57/2021-08-24-15-01-50

終了

https://www.mof.go.th/th/detail/202004-03-10-20-57/2021-08-24-15-01-50

2022年1月～
2023年12月

https://www.posttoday.com/financestock/news/670083

2022年1月～
2022年12月

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2564/A/089/T_0013.PDF

物品税局 電話 02登録不要
241-5600

2022年2月18日
～2022年5月20
日

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2565/A/011/T_0001.PDF

物品税局 電話 02登録不要
241-5600

官報掲載の翌日か
ら2022年9月15
日まで。

配電公社

タイプ1、2：2021
年
7、8月
終了
タイプ3～7：2021
年12月31日まで

登録不要

https://www.mea.or.th/content/detai
l/87/5716
https://www.mea.or.th/content/detai
l/87/5923

https://web.mwa.co.th/ewt_news.php?ni
d=69368&filename=index

【水道料金引き下げ】
・2021年8月～9月の請求分の料金を10%引き下げ（7月13日閣議決定により追加）

水道公社

登録不要

2021年
8月～9月

終了

https://www.pwa.co.th/news/view/8888
7
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/43719

【電気使用保証金の返金】

首都圏水道公社エリアの全タイプおよび地方
水道使用保証金の返金
水道公社エリアの住宅タイプの水道ユーザー

配電公社

水道公社

下記リンク先または関連アプリから申請
https://www.mea.or.th/refund/intro.ht
ml (首都圏)
3月31日～
https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ (首
都圏以外)
申請期間は3月25日～

下記リンクから申請
首都圏水道公社MWA
https://eservicesapp.mwa.co.th/ref
und/regis-pr/index.jsp#1
地方水道公社PWA
https://register.pwa.co.th/guarante
e-fund-new.html

・MWA 2020年
5月15日～
・PWA 2020年
4月15日～

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA
/PDF/2563/E/065/T_0043.PDF

-

https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/N
ews/NewsDetail.aspx?rid=86225&CatId=
1&muid=36&prid=21
https://www.mea.or.th/refund/intro.html

https://www.prachachat.net/property/news
-683844
https://www.pwa.co.th/news/view/81876

No.

106

107

108

109

110

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人
電気・ガス
関係

電気・ガス
関係

電気・ガス関
係

個人/
法人

個人/
法人

個人

条件

制度概要

首都圏配電公社 (MEA)はユーザーの生活費削減のため、2021年5月～12月まで変動電力料金
バンコク、ノンタブリー、サムットプラカーン県の電力
首都圏配電公社
（Ft）を－15.32サタンに固定。これにより、平均電気料金はユニット当たり3.61バーツ（VAT含ま
ユーザー
ホットライン1130
ず）

全県全てのタイプの電力ユーザー

国家福祉カード所持者

その他

個人

個人

言及なし

申し込み方法

登録不要

実施期間
2021年
12月まで

備考

終了

管轄の配電公社事務所に電気料金分割払い
申請書と身分証明書、委任する場合は委任状
と委任者の身分証明書コピー、法人の場合は法
首都圏配電公社ホッ
電気料金分割払い措置
人登録証明書（3カ月以内に発行されたもの）
トライン1130地方配
首都圏配電公社（MEA)および地方配電公社 (PEA)は、コロナ禍における支払い負担を緩和する
を提出
言及なし
電公社
ため、1カ月以上電気料金を滞納しているユーザーに分割払いを許可。
またはオンラインにて申請
ホットライン1129
(MEA)https://eservice.mea.or.th/meae
service/
(PEA)https://installment.pea.co.th/

1)電気・水道料金の負担軽減
電気料金：
3カ月連続で電気利用が50ユニット/月以下の場合、電気代無料
50ユニット/月を超える場合、政府が最大315バーツ/世帯/月を補助
315バーツ超の場合、補助金の給付は無しで全額ユーザーが負担
水道料金:
政府が最大100バーツ/世帯/月を補助
100バーツ超315バーツ以下の場合、超過分をユーザーが負担
315バーツ超の場合、補助金の給付は無しで全額ユーザーが負担
2)生活費、交通費、障がい者手当の補助
生活費：
年収が3万バーツ超10万バーツ以下の場合、200バーツ/人/月
年収が3万バーツ以下の場合、200バーツ/人/月
調理用ガス料金：55バーツ/人/3カ月
交通費：公共交通費500バーツ/人/月
障がい者手当：1,000バーツ/人/月

電気・ガス関
係

窓口（実施主体）

6カ月間、電気代1～1.50バーツ/ユニット引き下げ

機関・報道URL
https://www.mea.or.th/content/detail/87
/5845
https://www.mea.or.th/content/detail/87
/6009
https://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/N
ews/NewsDetail.aspx?Type=1&CatId=1&
rid=87692&muid=36&prid=21

https://www.pea.co.th/ข่าวสารประกาศ/
ั พันธ์/
ข่าวประชาสม
ArtMID/542/ArticleID/146296/PEA้
บรรเทาความเดือดร ้อนผู ้ใชไฟฟ้
า
https://www.mea.or.th/content/detail/87
/6169

国家福祉カード保持者だが、まだ権利を受け取った
ことがない人は要登録
電気代
1.)バンコク、ノンタブリー、サムットプラカーンのカード
保持者
中央会計局 電話022021年10月～
http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
270-6400、コールセン
2022年9月（12カ
2.)地方配電公社 (PEA)
ター02- 109-2345
月）
https://eservice.pea.co.th/WelfareRegiste
r/

https://www.thaigov.go.th/news/contents/d
etails/46045
https://www.posttoday.com/pr/675273

水道代
https://register.pwa.co.th/welfareregister/

言及なし

天然ゴム農家収入保障フェーズ2
ゴム園：ゴム採取開始済みの樹齢7年以上、上限25ライ/世帯、生シートゴム60バーツ/キ タイ天然ゴム公社
タイ天然ゴム公社に登録し、農地情報を申
RAOT
ロ、DRC 100%57バーツ/キロ、DRC100％46バーツ/キロ
告した天然ゴム農家
・農業協同組合銀行から6カ月分の補償金を給付

言及なし

https://www.dailynews.co.th/news/835834

言及なし

/

https://www.mcot.net/viewtna/5e96a1c2e3
f8e40af84315d8

言及なし

2020年
4月～9月

終了済み（2020年
11月3日閣議決定）

https://www.matichon.co.th/economy/news
_2133638
https://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=
89237&filename=index

111

112

その他

その他

法人

法人

COVID-19の状況による工場事業者の負担、影響を軽減するため、
工場設立許可書を取得する必要があるカテ 2021年6月29日閣議決定により、カテゴリー2および3の全ての規模の工場事業者に対する 工業省
ゴリー2およびカテゴリー3の工場事業者
工場法による年間手数料を1年間免除（2022年6月9日まで）

ホテル業

40バーツ/室のホテル業運営手数料を2022年6月30日まで免除

内務省

言及なし

言及なし

2021年
6月10日～2022
年
6月9日

内務省の省令案が閣
2020年7月1日～
議承認された段階。正
2022年6月30日
式発表は未発表。

https://www.thaigov.go.th/news/con
tents/details/29917
https://www.thaigov.go.th/news/con
tents/details/43222
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/D
ATA/PDF/2564/A/053/T_0010.PDF

https://www.thaigov.go.th/news/con
tents/details/32084

No.

113

114

115

116

117

118

119

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

その他

その他

その他

その他

その他

その他

その他

個人

個人/
法人

条件

タイ政府観光庁と財務省による国内観光刺激策
パッケージ①
COVID-19に対処する保健ボランティア（オーソーモー）とタンボン健康増進病院のスタッフ
18歳以上の一般人、保健ボランティアとタン
120万人を対象に、旅行会社を通じ、1泊2日（上限2000バーツ/泊）の無料観光・視察
ボン健康増進病院のスタッフ
旅行を支給。
国民登録証をタイ人国籍者、住居登録地
パッケージ②政府が宿泊料金の40％（上限3000バーツ/室/泊、最大5泊、合計500万
区以外の県での観光が対象（7月6日追
泊）およびチェックイン期間中の各種サービス利用費として電子マネーで600バーツ/泊、最大
加）
5泊分を負担。
パッケージ③政府が格安航空会社、レンタカー、ツアーバス代料金の40％を負担（2席/泊
最大5泊、上限1000バーツ、合計200万枚）。
2021年の特別休日：2月12日、4月12日、9月24日
地方別特別休日：3月26日（北地方）、5月10日（東北地方）、10月6日（南地
政府機関の特別休日
方）、10月21日（中部地方）、追加12月28日（東地方）
休日振替日変更：チュラロンコーン記念日（10月23日）の元振替日2021年10月25日
を、2021年10月22日に変更

個人

・18歳以上のタイ国籍者
・国家福祉カード保有者以外
・プームガムランスー制度、インチャイインダー
イ制度の参加者以外

個人

・18歳以上のタイ国籍者
・社会保険法第33条での被保険者以外
・政府係官・職員以外
・政治家以外
・政府年金受領者以外
・2019課税年度において課税所得30万
バーツ以下
・2020年12月31日時点で全銀行口座預
金総額50万バーツ以下

個人

個人

個人

制度概要

[コンラクルン制度]（第4弾）2022年1月24日閣議決定 2,900万人対象
・政府が商品代金の50％を負担
・最大150バーツ/人/日、期間中合計1,200バーツ
・制度参加店にて「パオタン」アプリを通じて支払い
・パオタンアプリ利用可能時間 毎日6時～23時

窓口（実施主体）

観光スポーツ省
02-283-1500
専用Call Center
02-111-1122

・国家福祉カード保有者
・コンラクルン制度参加者以外
・インチャイインダーイ制度参加者以外

備考

機関・報道URL

景気刺激策第3弾に組み込まれている家計・個
人の消費刺激策関連UPDATE 30/06/63

2020年7月～
10月

https://www.prachachat.net/tourism/news478558

終了

UPDATE 3/7/2563
https://www.xn--

医療関係者：クルンタイ銀行のPlatformか
ら登録

12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/informati
on

2021/6/29閣議決定

登録不要
ー

https://www.thaigov.go.th/news/contents/d

2021年

etails/43229

終了

雇用主は、適宜に休日設定・変更など可能

財務省 窓口 02111-1122

[ラオチャナ制度]
・コロナ第2波の影響を緩和するため、フリーランサーやベンダー、労働者、農民など社会保険
制度外の3,320万人の生活費支援が目的。
・各参加者には、2021年1月～2月に、月3,500バーツのクレジットを提供（合計7,000
バーツ）。2021年5月5日の閣議決定によりさらに2,000バーツを追加（合計7,000ﾊﾞｰﾂ
財務省
が合計9,000バーツに）、使用期限は2021年6月30日
・クレジットは、コンラクルン参加店、ラオチャナ参加店など/サービス業者でのみで使用できる
(現金引出し不可)。
・クレジットは、個人所得税免除。

[インチャイインダーイ制度]
•購買力がある消費者の消費刺激とVAT登録事業者支援が目的
•宝くじ、アルコール飲料、たばこ、車両量ガソリン・ガス、ギフトカード、現金カード、プリペイド
式サービスの購入費用が対象外
財務省
•参加者には翌月7日に次の e-Voucher（1万バーツ/人）が発行される。
1.支出1～40万バーツに対し、支出の10％分の e-Voucher（最大4,000バーツ）
2.支出40,001～8万バーツに対し、支出の15％分の e-Voucher（最大6,000バーツ）
2021年9月21日閣議決定により上限は当初の140万人から100万人に修正
[プームガムランスー制度]
・対象者: 国家福祉カード保持者（第4弾）1,345万人および 特別支援が必要な人（第2弾）
225万人
・政府が対象者に200バーツ/人/月を3カ月間、合計600バーツ給付
・制度参加の店舗にて国家福祉カードまたはタイのIDカードから支払う。現金引き出し不可

プロジェクトに参加する観光事業者は7月1
日までに、個人は7月15日からwww.เรา
เทีย
่ วด ้วยกัน.comにて登録

実施期間

内閣承認済み。

[ラオラックガン制度]
・タイ国籍者
・コロナ第2波の影響を緩和するため、社会保険制度下の927万人の生活費支援が目的。
・社会保険法第33条の被保険者
・各参加者は、4週間(2021年3月22日、28日、4月5日、12日)にわたり、週1,000バー
・国家福祉カード保持者以外
ツ受領（総額4,000バーツ）。2021年5月5日の閣議決定によりさら2週間延期（合計
社会保険事務所
・ラオチャナ制度参加者以外
4,000バーツが合計6,000バーツに）、使用期限は2021年6月30日
・2020年12月31日時点で全銀行預金口 ・クレジットは、ブルーフラッグ店、コンラクルン参加店、ラオチャナ参加店/サービス提供者にての
座総額50万バーツ以下
み利用可能（現金引出し不可）。
・クレジットは、個人所得税免除。

・18歳以上のタイ国籍者・国家福祉カード
保持者以外
・プームガムランスー制度参加者以外
・コンラクルン制度第3弾参加者以外

申し込み方法

財務省 窓口 02111-1122

่
登録 "www.คนละครึง.com"
および「เป๋ าตัง
」（パオタン）アプリ

https://www.bangkokbiznews.com/news/96
9936

2022年2月1日～
2022年4月30日

(1) 国家福祉カード保持者は登録不要。
(2)
コンラクルンやラオティアオドゥアイガン参加者
で2021年1月27日までにパオタンアプリにて
2021年6月30
登録済みの方は、登録不要。
日まで
(3) (1)
(2)、以外の方は、2021年1月29日～20
21年2月22日にwww.เราชนะ.
comにて登録必要。

2021年2月21日～3月7日までにwww.
ม33เรารักกัน.comにて登録必要。

https://www.xn-42caj4e6bk1f5b1j.com/information

https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com//

終了

https://www.thaigov.go.th/news/contents/d
etails/41490

2021年3月22
日～6月30日ま 終了
で

"www.ยิง่ ใชยิ้ ง่ ได ้.
com"、パオタンアプリにて登録

2021年7月1日
Call Center
～2021年12月
111-1122
31日

登録不要

2022年2月1日～
2022年4月30日

http://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/
https://www.thaigov.go.th/news/contents/d
etails/41490

02-

https://www.xn-72cai5bydc7jd6koa1bfkg.com/information
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/46045（閣議 案件29）
https://www.thaigov.go.th/news/content
s/details/47196（閣議 案件14）

https://www.thaigov.go.th/new
s/contents/details/50832

No.

支援措置カ 個人or
テゴリー
法人

条件

制度概要

窓口（実施主体）

申し込み方法

実施期間

備考

機関・報道URL
https://www.thansettakij.com/economy/48
3804

120

121

122

123

その他

その他

その他

その他

法人

個人/
法人

個人

個人

工業製品規格（TIS）を申請する事業者

スパ、健康・美容のためのマッサージ、介護事業

公立および私立の教育機関における学生

工業製品規格事務局（TISI）は申請のための工場検査手数料を免除(通常は1万バーツ/日の手
TISI 02-202-3300 登録不要
数料が必要)。

2021年6月8日～
2022年4月30日

スパ、健康・美容のためのマッサージ事業手数料を1年間免除（2022年3月18日～2023年3月
17日）（通常1年につき順に1,000/500バーツ）、介護事業手数料2年間免除（2021年10月 保健省
15日から2年）（通常1年につき1,000バーツ）

スパ、健康・美容の
ためのマッサージ：
2022年3月18日
～2023年3月17
日）、介護事業は
2021年10月15日
から2年間

教育費負担軽減策
・政府が公立・私立の幼稚園～高校、職業訓練学校（ポーウォーチョー、ポーウォーソー）の学生に
2,000バーツ/人を給付
・ 2021年12月14日の閣議にて公立・私立の大学生に2,000バーツ/人を給付を承認

・タイの身分証明書を持つ18歳以上のタイ国籍
者
「ツアーティアオタイ」制度
・旅行代理店を通した旅行であること。
政府がパッケージツアー価格の40％、最大5,000バーツを補助
・ラオティアオドゥアイガン第4弾の宿泊時期と同期
時にこのプログラムの使用は不可

保護者の口座に送金 登録不要
または学校にて受け取
り

その他

個人

・タイの身分証明書を持つ18歳以上のタイ国籍
・ホテル代金の40％を補助（最大3,000バーツ/室/泊、1人当たり10泊または10室以内）
者
・食事代/観光代について、600バーツ/室/泊の電子クーポン付与（費用の40％を補助）
・住居登録のある県以外への旅行

125

その他

https://www.thaigov.go.th/news/contents/d
etails/43718
https://mgronline.com/uptodate/detail/964
0000068331
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/P
DF/2564/A/068/T_0005.PDF

https://www.thansettakij.com/generalnews/494389

2022年1月に延長 終了

https://www.bangkokbiznews.com/business
/960499
https://www.ทัวร์เทีย
่ วไทย.ไทย/
uploads/file_download/คูม
่ อ
ื ภาคประชาชนทัวร์
เทีย
่ วไทย.pdf

第4弾の登録 "www.เราเทีย
่ วด ้วยกัน.
com"にて登録、ミールクーポン
(e-vourcher)使用時のアプリは "เป๋ าตัง"
(Paotang)

2022年の特別休日7月15日、7月29日、10月14日、12月30日

登録不要
2022年1月31日
雇用主は必要に応じて休日の設定・変更が可能 まで

ー

2022年2月1日～
5月まで
No.78関連

支援措置はタイ企業向けとなっているものも多く、日本企業が活用できない場合もございます。
なお、本情報は更新時点までの情報に基づくものです。引き続きタイ政府からは新たな支援策なども発表されていますが、詳細が未定であり含まれていないものもございます。詳細が分かり次第、アップデートさせていただき ます。
情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、今後の法制化が予定されているもの等も含まれており、随時、変更が発生する可能性もございます。従って、内容の正確性・最新性の確認、および情報の採否は、お客様の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。お客様に提供した情報の利用
に関連して、万一お客様が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いかねますのでご了承ください。実際に支援を利用等される際においては、関係機関および各専門家に照会される等、最新情報の確認をお勧めします。本資料を無断で引用・転載することは禁じています。

https://www.posttoday.com/politic/news/6
70589

観光スポーツ省 電話
02-283-1500、
コールセンター 02・エアチケット代金の40％を補助（最大2,000バーツ/席、2席/室）（プーケット、パンガー、クラビー、スラー
111-1122
ターニー、ソンクラ―、チェンマイ、チェンライ県行きの場合は最大3,000バーツ/席）

個人/法 政府機関の特別休日
人

nnounce_TISI.pdf

観光スポーツ省 電話
02-283-1500、
2022年2月1日～ "https://www.ทัวร์เทีย
่ ว
コールセンター 02ไทย.ไทย/index" にて登録
111-1122

「ラオティアオドゥアイガン」制度第4弾

124

登録不要

https://www.tisi.go.th/data/pdf/about/21_a

終了

https://www.bangkokbiznews.com/news/96
1399

https://www.bangkokbiznews.com/news/96
9969

