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 タイにいながら（もちろん日本からでも）活用できる日本・タイ政府及び日本の公的機関の中小

企業支援施策や取り組みについてご紹介いたします。 

■日タイ政府の中小企業施策 
＜タイ政府 タイ工業省産業振興局＞ 

 タイが長期的に目指すべきビジョンとして「タイランド 4.0（Thailand 4.0）」を 2015 年に示しま

した。「タイランド 4.0」を推進する成長エンジンとして、①次世代自動車、②スマート・エレク

トロニクス、③医療・健康ツーリズム、④農業・バイオテクノロジー、⑤未来食品、⑥ロボット産

業、⑦航空・ロジスティック、⑧バイオ燃料とバイオ化学、⑨デジタル産業、⑩医療ハブの 10 産業

を短期・中期／長期にわけて育成する計画が掲げられております。 

これは中小企業にとっても例外ではありません。タイ下請け産業振興協会（サブコン協会）の年

次総会でも、サブコンが注力する新たな 4 つの産業として 1)総合的な医療産業 ２)航空及び物流

産業 3)デジタル及び電子産業 4) 産業用、ロボット産業と発表されたことからもタイランド 4.0

が中小企業にも浸透していることが覗われます。 

※タイ下請け産業振興協会（タイ・サブコン協会）：（1）金属加工・金属プレス・コーティン

グ・ダイキャストなど金属産業、（2）プラスチックやゴムなど素材産業、（3）電機・電子産業、

（4）物流・梱包など製造業関連産業の 4分野の中小企業支援を目的に設立された団体。 

 しかし中小企業が１企業で進化を遂げることは難しく、様々な支援施策を打ち出しています。

SME Spring Up と銘打ってデンソーを始めとした日系企業が生産性の向上や生産設備の可視化を行う

プロジェクトに参画して中小企業の技術力向上に貢献し、また、その中で中小企業に派遣する人材

育成プロジェクトが立ち上がっています。 
 日本の皆さんに有益な情報としては｢T-Good Tech｣というビジネスマッチングサイトのオープンで

す。現段階ではサイトが立ち上がり、登録企業を募集している段階ですが、本格稼動した際には日

本の｢J-GoodTech｣(https://jgoodtech.jp/pub/ja/)という中小機構が運営するビジネスマッチングサイ

トと連携し、ビジネスマッチングや商談形成の機会を日タイ両国の企業に提供していくことになり

ます。 

 

 
 
 
 
 

T-GoodTech J-GoodTech 

タイで活用できる日タイの公的支援制度について 



 

 

＜日本政府 経済産業省＞ 

 中小企業庁が中心となって、中小機構・ジェトロ・日本政策金融公庫・AOTS・特許庁などが連携

して海外展開の情報収集→事業計画の策定→代理店・バイヤー探し、海外パートナー探し→商談・

契約交渉、会社登記／資金調達→販路拡大･海外投資までワンストップで支援できる体制を構築して

きました。 

 日本の市場が縮小していく中、中小企業も海外市場を開拓していく必要が高まっています。  

しかしなかなか実現しないのは政治リスクや商取引観光に関する情報の不足、価格競争力の維持向

上など中小企業にはハードルの高い課題が存在しているためです。そこで海外展開実現までのロー

ドマップを策定し、支援機関が連携してバックアップしてきました。その成果か 2013 年～2016 年

度の間には約 8,500 社が新たに海外展開を実現しています。 

 
 
■日本の公的機関の取組 
 それぞれの機関がオーバーラップしながら、モレなく支援できるよう様々な施策を打ち出してい

ます。 

 タイで、日本で、すぐ利用可能な代表的な施策をまとめました。多くのサービスが無料や実費利

用者など負担の少ない形でご利用いただけます。 

＜中小機構＞

 
前述の J- Good Tech×T –GoodTech も中小機構の支援施策です。 
 

支援内容 公募・受付時期 お問い合わせ先

タイ・日本の中小企業のCEOによる
ネットワーキング

日本企業との合弁会社設立や代理店契

約締結、日本製品の購入を希望する海

外企業の経営者等を

日本に招聘し、企業経営者間の交流会を

行うほか、日本企業との商談会を開催しま

す（全ての商談に通訳を配置）。

ウェブページ等で参加企業を募集しま

す。を開催します。

http://www.smrj.go.jp/ceo/
2018年9月-2019年1月にかけて、
開催予定があります。

 
（独）中小企業基盤整備機構 
販路支援部TEL 03-5470-2375

中小企業ワールドビジネスサポート　　

　（SWBS）による支援プラットフォーム

悩みを抱える海外展開志向の中小企業と

、悩みを解決する海外展開支援者(物流
、人材、言語、資金調達など)のマッチング
を促し、中小企業の海外展開に係る多様

な悩みにピンポイントで応対するプラットフォ

ーム。リアルマッチングの機会も提供。

随時 https://swbs.smrj.go.jp/

詳しい支援施策は中小企業海外展開支援施策集に中小企業の海外展開を

支援する 24 の機関が行う 122 の施策が掲載されています。下記中小企

業庁のホームページからダウンロードが可能です。 

中小企業海外展開支援施策集

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2012/KTJirei.htm 
下表は経産省の事業です。他にも数多くありますが、毎年公募時期が３

－５月に集中しています。毎年早めに施策集をご確認いただくことをお

勧めします。 



 

 

＜日本政策金融公庫＞ 
                 
バンコクは駐在員事務所のため、実際の融資は日本の親会社を通して実行されます。 

 

＜東京都中小企業振興公社 タイ事務所＞ 
          
東京の公社ですが、上記サービス並びに会議室などの施設は他県の方もご利用いただけます。 

 

＜ジェトロバンコク事務所＞ 
         
 海外展開検討中はジェトロのサービスをご利用頂く企業も多いかもしれませんが、進出後、現地

でサポートのご利用はまだまだ少ないようです。想定外の問題に直面するの進出後であることも多

いと思います。在タイの企業の皆様にも引き続き是非ご利用いただきたいとのことでした。特にマ

ッチング支援ではリストアップのみならず、商談の同席や商談後のフォローアップをも、ご協力い

ただける体制を整えられているそうです。 

 ASAEAN はもちろん、インド、中東、中国、ブラジル、メキシコ、など広範囲に中小企業海外展

開現地支援プラットフォームはございます。是非ご活用ください。 

支援内容 公募・受付時期 お問い合わせ先

海外展開・事業再編資金

経済の構造的変化に適応するために中小

企業が行う海外の地域における事業の開

始、海外展開事業の再編等を支援するた

め、必要な設備資金および運転資金の融

資を行います。事業計画の内容や国内雇

用等に関する要件を満たす場合は特別利

率が適用されます。

随時受付

（株）日本政策金融公庫 
事業資金相談ダイヤル 
　　TEL 0120-154-505

スタンドバイ・クレジット制度

中小企業・小規模事業者の海外現地法

人等が、日本公庫と提携する金融機関か

ら現地流通通貨建て長期資金の借入を

行う際、その債務を保証するために日本公

庫がスタンドバイ・クレジット（信用状）を発

行することで、海外での円滑な資金調達を

支援する制度です。経営強化法、地域資

源活用促進法、農商工等連携促進法、

農業競争力強化支援法に基づく経営革

新計画等の承認又は認定を受けた方が

対象となります。

随時受付

（株）日本政策金融公庫 
事業資金相談ダイヤルTEL 0120-154-505

支援内容 公募・受付時期 お問い合わせ先

経営相談

経営支援機関として、公認会計士・弁護

士・実務に詳しい専門家などが実務的な

アドバイスを行っています。

相談内容：経営全般、税務・会計、人事

・労務、拠点設立、契約関係等

平日　13時‐17時
(祝祭日、年末年始を除く）

バンコク事務所

TEL＋66(0)2-611-2641 
Email:thai-branch@tokyo-
kosha.or.jp

セミナー

経営相談に寄せられる事例などを元に、経

営相談員が講師となって開催しています。2017年度実績／・人事労務管理
・労務問題、債権回収　・税務、会計

・ASEANビジネス展開
Web等で随時ご案内します

http://www.tho.tokyo-
trade-
center.or.jp/jp/index.html

支援内容 公募・受付時期 お問い合わせ先

中小企業海外展開現地支援

プラットフォーム

海外進出企業向けに現地の経済・産業･

制度情報、ビジネス環境、マッチング支援、

パートナー候補先のリストアップ等各種情

報を提供しています。また、個別相談により

問題の解決支援を行います（バンコクでは

実務経験豊富なアドバイザーがきめ細かい

アドバイスを行います）。

随時

バンコク事務所

担当／坂口様、ラティコン様、

マリカ様Email:pf-bgk@jetro.go.jp

セミナー、近隣国視察ミッション

海外展開を進める際の課題解決や企業

の進出事例、国別の各種情報紹介など、

中小企業の海外展開に有益な講演会や

研修、近隣国視察ミッションを提供していま

す。

随時

ｊetro infomail@thaiに登録https://www.jetro.go.jp/f
orm5/pub/bgk/bangkok



 

 

 タイ経済指標 
項目 単位 2015 2016 2017 2018 

GDP 成長率  前年比べ(％) 2.8 3.2 3.9 4.3（1～9 月） 
人口* 千人 67,293 67,506 67,697 67,835（9 月） 
労働者の数* 千人 39,165 37,792 37,716 38,078（10 月） 
失業率** ％ 0.89 0.99 1.18 1.09（10 月） 
最低賃金*      バンコク バーツ／日 300 300 310 325（11 月） 
      チョンブリー  300 300 308 330（11 月） 
      アユタヤー  300 300 308 320（11 月） 
      ラヨーン  300 300 308 330（11 月） 
賃金：全国製造業の平均 バーツ 12,305 12,402 12,473 12,852(10 月） 
インフレ率** 前年比べ(％) ▲0.90 0.19 0.67 1.15（10 月） 
中央銀行政策金利* ％ 1.50 1.50 1.50 1.50（11 月） 
普通貯金率** ％ 0.56 0.47 0.47 0.47（11 月） 
ローン金利(MLR) ** ％ 6.75 6.47 6.35 6.32（11 月） 
SET 指数* 1975 年：100 1,288.0 1,542.9 1,753.71 1,641.8（11 月） 
バーツ／100 円** バーツ 28.31 32.53 30.27 29.27（11 月） 
バーツ／米ドル** バーツ 34.25 35.30 33.9 32.27（11 月） 
円／米ドル** 円 121.0 108.8 112.2 110.2（11 月） 
車販売台数(1月からの累計) 台数 795,905 765,593 869,763 864,021（10 月） 
BOI 認可プロジェクト 件数 2,237 1,688 1,227 1,118 （1～9 月） 
BOI 認可プロジェクト金額 10 億バーツ 809.4 861.3 625.08 466.51（1～9 月） 
*期末、**平均                                        ［出展：NESDB, BOT, MOL, SET,BOI］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県タイビジネスサポートデスク 
Asia Alliance Partner Co.,Ltd. 

    所在地：1Glas Haus Building,12th Floor and Room 502,5th Floor,Soi sukhumvit 25, 
           Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,Wattana,Bangkok 10110 Thailand 
 

  担 当：三橋 一史（みはし かずし） 
  

「岡山県タイビジネスサポートデスク」では、岡山県内に事業所を有する企業や経済団体等のタイで

の事業展開を支援しています（岡山県から Asia Alliance Partner Co.,Ltd.に業務を委託）。 

 ご利用に当たっては、「岡山県タイビジネスサポートデスク」利用の手引きをご覧のうえ、   岡山県産業企画課マーケティング推進室（電話 086-226-7365）までご相談ください。  

 
 


