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労働争議への対応
近時、経済不景気に伴い、タイにおいて労働争議経験の少ない
日系企業を狙い、労働争議が行われています。労働争議の対象
となった際に、慌てずに行動するため、労働争議の手続、労働
争議が起こった場合の注意点について、簡単にご説明させてい
ただきます。

1. 労働争議の手続
a.  団体交渉は、要求書を提出され、開始されます1。これにより、
交渉が開始されます。なお、交渉事項は、労働関係法に基づ
く雇用条件に関するものに限られています。

b.  合意ができる場合には、合意書を作成し、使用者は合意から
15日以内に労働保護福祉局局長に提出します。一方、交渉し
たものの合意に達しない場合、または、要求書提出後 3日以
内に交渉がされない場合、要求書を提出した者が 24時間以
内に、労働争議調停官に対し通知し、調停を行うことになりま
す（調停前置主義 2）。

c.  調停が成立した場合、前記b.の合意できた場合と同様の手続
を行います。一方、調停が不成立の場合、①労働争議仲裁、
または、②争議行為（ロックアウト・ストライキ）を行うことに
なります。

2. 交渉の対応
 交渉の仕方について、通常、労働者は、利己的な主張により、
労働条件を引き上げるべきという交渉を行います。その際、会
社として、要求に応じるか否かの前提として、一貫して明確な
根拠を提示し、労働者の要求する条件に応じるか否かについ
て、説明を行う必要があります。

3. 要求書提出に関係する
　労働者の解雇・異動の禁止
 交渉、調停、仲裁の間、使用者は、以下の者を除き、要求書
に関係する労働者、労働者の代表、委員、小委員会の委員、
労働組合員もしくは委員、労働組合の小委員会委員を解雇・
異動させることはできません。

1) 職務に不正を働き、故意に使用者に刑法違反の行為を行った者
2) 故意に使用者に損害を与えた者
3) 就業規則、規律、使用者の正当な命令に違反し、使用者から
文書により警告された者。なお、重大な違反の場合、使用者
は警告する必要はない。この就業規則、規律、使用者の命令
は、労働者が要求書に関係することを妨げるものであってはな
らない。

4) 正当な理由なく連続して3労働日職務を放棄した者

4. 労働争議中の賃金
 日本と同様、タイ労働法は、ノーワーク・ノーペイの原則をと
るため、労働者は適法にストライキを行ったとしても、賃金を
受け取る権利はありません。

5. 団体交渉を防止するために
 会社としては、団体交渉を未然に防止するために、定期的に
労働者側と話し合いの機会を持つことをお勧めします。たとえ
ば、労働者を50人以上有する事業所では、労働者委員会を
設立することができます3。何よりも会社の内部の状況を把握
し、不要な争いを回避することが重要となります。なお、労働
の問題が起こったときは、小さい問題であっても、日頃から弁
護士の意見を助言を受け、また、労働争議が起こったら、争
議の当初より、弁護士の助言の下、的確・適切な対応を採って
いくことが会社にとって大きな問題とならない方法の一つです。

以上

白井　啓子    日本国弁護士・第一東京弁護士会所属
渉外法律事務所に入所後、主に証券会社等のビジネス法務に従事
するとともに、訴訟、刑事事件等も行う。その後、東証一部上場製
造会社の企業内弁護士として、一般企業法務、株主総会業務、社
内法務教育、特許・商標等のビジネス法務に従事。2013 年 3月、
AAPに入社。

1. 団体交渉や争議行為の手続・方式は労働関係法に規定されています。
   団体交渉は、労働条件の改善などを求め、 労働者が団結して労働組合を結成し、
使用者側と交渉を行うことです。

   争議行為は、労働関係の当事者が、その主張を貫徹するため、それに対抗するた
めに行う、業務の正常な運営を阻害する行為です。

2. 仲裁や争議行為の前に、調停を行うことが必要です。
3. この委員会を設けた場合、使用者は、3ヶ月に1回以上、または労働者委員会
委員の過半数もしくは労働組合が要求したとき、委員会を開催しなくてはなりま
せん。議題は労働者の福利厚生、使用者・労働者にとって利益となる就業規則
の制定の検討、労働者の苦情申し立ての審議、事業所内の調和、対立の解決です。
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タックスルーリング 

Asia Alliance Partner Co., Ltd. 

ค ำน ำ 始めに 

จดหมายขา่วฉบบันี้จดัท าขึน้เพือ่เป็นขอ้มลูอา้งองิในการท างานดา้นบญัชี

และภาษทีีบ่รษิทัญีปุ่น่ซึง่ด าเนินธุรกจิในไทยมกัตอ้งประสบ โดยได้

รวบรวม ขอ้หารอืกบักรมสรรพากรทัง้ในอดตีและปจัจุบนั หวัขอ้ใน

จดหมายขา่วในแต่ละฉบบัจะมกีารคดัเลอืกใหเ้หมาะสมโดยมเีนื้อหา

เกีย่วกบัปญัหาต่างๆทีบ่รษิทัญีปุ่น่ในไทยมกัตอ้งเผชญิ โดยทางบรษิทัยงั

ไดใ้ชข้อ้มลูเหล่านี้ในการอา้งองิดว้ย ทางบรษิทัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าขอ้มลู

เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัทุกท่านไมม่ากกน้็อย 

当タックスルーリングはタイで事業活動を行う日系企

業が直面する税務上の問題の解決を助けるため、現

在・過去の税務規定やタックスルーリングを紹介・解

説したものです。論点は毎号ランダムに選んでおりま

すが、取り上げた内容は多くの日系企業で解釈に困っ

ている事項であり、かつ私共専門家も参考にしており

ます。日系企業の皆様のタイでの事業運営の少しでも

お役に立てれば幸いです。 

タイビジネス関連法令  

Asia Alliance Partner Co., Ltd. 

Volume 20 กฎหมายส าหรบัการเปิดกจิการในประเทศไทย 

การส่งคนืเงนิทุนและสว่นเกนิมลูค่าหุน้  

(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยว์า่ดว้ยหา้งหุน้ส่วนและบรษิทั มาตรา 

1200 มาตรา 1201 และมาตรา 1224) 

資本金及び払込剰余金の返済金について  

（「合資会社と株式会社」に関する民商法典（ﾎﾟｰﾎﾟｰ

ﾎﾟｰ）第1200条、第1201条、第1224条) 

ประเด็นปัญหำ  諮問事項 

บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนลดทุนเพื่อคืนเงนิทุนและเงนิส่วนเกิน

มลูค่าหุน้ทีเ่หลอืจากการสมทบเขา้ในทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ ใหผู้ถ้อื

หุน้ไดห้รอืไม ่

会社は、資本金及び法定の資本準備金を充たした後の

払込剰余金を株主に返却するために、減資の手続を行

うことは可能か。  

ค ำวินิจฉัย  

ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัส่วนแบ่งในทรพัยส์นิของบรษิทักแ็ต่โดยการรบัเงนิปนั

ผล ซึง่จ่ายจากเงนิก าไรของบรษิทัตาม ป.พ.พ.ม.1200 และม.1201 หรอื

ได้ร ับคืนเงินทุนตามส่วนที่ลดลงกรณีบริษัทลดทุนจดทะเบียนและมี

เงนิทุนเหลอืเพยีงพอ ตาม ม.1224 นอกจากนี้จะมสีทิธไิดร้บัต่อเมือ่มกีาร

เลิกบริษัทและช าระบญัชีเสร็จสิ้นแล้ว ส าหรบัเงนิส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่

บรษิทัไดม้าจากการขายหุน้ในราคาสงูกว่ามลูค่าของหุน้ทีจ่ดทะเบยีน  

結論 

会社資産の分配について、株主は、ﾎﾟｰﾎﾟｰﾎﾟｰ第1200

条及び第1201条に基づく、利益の配当の受領、及び、

ﾎﾟｰﾎﾟｰﾎﾟｰ第1224条に基づく、減資による払込剰余金

を減資後の資本金残高が充分にある場合に受領する権

利がある。さらに会社を閉鎖し清算後、払込剰余金か

ら分配を受領する権利がある。一方、登録した株価よ

り高額で株式の売却したことにより、 
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特定証券を対象とする印紙を貼る代わりに現金で印紙

税を納付する方法  

(国税局長の告示、印紙税について (第54号)) 

ซึง่ไมใ่ช่เป็นเงนิทุนหรอืผลก าไรจากการด าเนินกจิการของบรษิทั ตราบใด

ทีบ่รษิทัยงัไมเ่ลกิกนัเงนิส่วนเกนิมลูคา่หุน้ดงักล่าวจงึมใิช่ทรพัยส์นิทีผู่ถ้อื

หุน้จะพงึไดร้บัจากบรษิทั 

 

พณ 0803/0178 

ลงวนัที ่27 ก.พ. 47  

発生した金員の場合は、企業運営により得た利益では

ないので、会社を閉鎖しない限り、株主は当該金員を

受領することができない。 

  

ﾎﾟｰﾉｰ0803/0178 

2004年2月27日掲載 

ก าหนดวธิกีารช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากรส าหรบัตรา

สารบางลกัษณะ  

(ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่๕๔) ) 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๐๓ (๓) แห่ง

ประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๒๓ ทว ิแห่ง

ประมวลรษัฎากร ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิ

ประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ อธบิดกีรมสรรพากรโดย

อนุมตัริฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั ประกาศดงัต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ใหย้กเลกิความใน (๑) ของขอ้ ๒ ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 

เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่๓๗) เรือ่ง ก าหนดวธิกีารช าระอากรเป็นตวั

เงนิแทนการปิดแสตมป์อากรส าหรบัตราสารบางลกัษณะ ลงวนัที ่๒ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

                        “(๑) เช่าทีด่นิ โรงเรอืน สิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่น หรอืแพ 

ตามลกัษณะแห่งตราสาร ๑. แห่งบญัชอีตัราอากรแสตมป์ ดงัต่อไปนี้  

                                (ก) มคี่าเช่าตัง้แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป 

                                (ข) รฐับาล องคก์ารของรฐับาล เทศบาล 

สุขาภบิาล หรอืองคก์ารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นผูเ้ช่า หรอื 

                                (ค) ตอ้งจดทะเบยีนต่อพนกังานเจา้หน้าทีผู่ร้บั

จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ”  

ข้อ ๒ ใหย้กเลกิความใน (๓) ของขอ้ ๒ ของประกาศอธบิดกีรมสรรพากร 

เกีย่วกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที ่๓๗) เรือ่ง ก าหนดวธิกีารช าระอากรเป็นตวั

เงนิแทนการปิดแสตมป์อากรส าหรบัตราสารบางลกัษณะ ลงวนัที ่๒ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

                        “(๓) จา้งท าของ ตามลกัษณะแห่งตราสาร ๔. แห่ง

บญัชอีตัราอากรแสตมป์ ดงัต่อไปนี้  

                                (ก) มสีนิจา้งตัง้แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป 

หรอื 

                                (ข) รฐับาล องคก์ารของรฐับาล เทศบาล 

สุขาภบิาล หรอืองคก์ารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นผูว้่าจา้งและมี

สนิจา้งตัง้แต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป”  

1954年歳入法典（第12号）によって改正された第123

条第二稿および1953年歳入法典（第10号）および改正

された歳入法典第11条と第103(3)条の権限により、国

税局の局長は財務大臣の承認に基づいて以下の告示を

施行する。  

 

 

第1条 1995年12月2日付け「特定証券を対象とする印

紙を貼付する代わりに現金で印紙税を納付する方法」

に関する国税局長の告示（第37号）第2条の(1)の条文

を廃止し、以下の条文を代用する。 

  「(1) 以下の土地、建物、他の建築物又は筏

の賃貸（印紙税額リストの第1種の証券） 

 (A)賃料100万バーツ以上 

 (B)政府、政府機関、地方自治区、地方自治町

または地方自治体が借主である場合 

 (C)土地法に基づく権利・法的手続きの登記官

に登録すること。」  

 

 

第2条 1995年12月2日付「特定証券を対象とする印紙

を貼る代わりに現金で印紙税を納付する方法」に関す

る国税局長の告示（第37号）第2条の(3)の条文を廃止

し、以下の条文を代用する。 

「(3) 以下の委託製作（印紙税額リストの第4種の証

券） 

 (A)請負代金が100万バーツ以上、または、 

 (B) 政府、政府機関、地方自治区、地方自治町

または地方自治体が依頼主で請負代金が20万バーツ以

上」  
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ข้อ ๓ ใหย้กเลกิความใน (ก) ของ (๑) ของขอ้ ๓ ของประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร เกีย่วกบั อากรแสตมป์ (ฉบบัที ่๓๗) เรือ่ง ก าหนดวธิกีาร

ช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากรส าหรบั ตราสารบาง

ลกัษณะ ลงวนัที ่๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน  

                        “(ก) กรณเีช่าทีด่นิ โรงเรอืน สิง่ปลกูสรา้งอย่างอื่น

หรอืแพ ตามลกัษณะแห่งตราสาร ๑. แห่งบญัชอีตัราอากรแสตมป์ มคี่า

เช่าตัง้แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป หรอืรฐับาล องคก์ารของรฐับาล 
เทศบาล สุขาภบิาล หรอืองคก์ารบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่เป็นผูเ้ช่า ให้

ผูใ้หเ้ช่าช าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์ต่อพนกังานเจา้หน้าที่

อากรแสตมป์ โดยตอ้งน าตราสารมาสลกัหลงัตามระเบยีบของ

กรมสรรพากรก่อนกระท าตราสาร หรอืภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัถดัจากวนั

กระท าตราสารนัน้”  

ข้อ ๔ ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่เมือ่พน้หกสบิวนันบัแต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป  

 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประสงค ์พนูธเนศ 

(นายประสงค ์พนูธเนศ)  

อธบิดกีรมสรรพากร 

 (ร.จ. ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพเิศษ ๒๘ ง วนัที ่๓ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘)  

第3条 1995年12月2日付け「特定証券を対象とす

る印紙を貼付する代わりに現金で印紙税を納付す

る方法」に関する国税局長の告示（第37号）第3条

の(1) (A)の条文を廃止し、以下の条文を代用す

る。  

 「(A) 賃料100万バーツ以上の土地、建物、

他の建築物又は筏の賃貸（印紙税額リストの第1種

の証券）、或いは、政府、政府機関、地方自治

区、地方自治町または地方自治体が借主である場

合、貸主は印紙を貼る代わりに現金で印紙税を印

紙税担当官に支払うこと。但し、証券を作成する

前又は証券作成日の翌日から起算して15日以内に

国税局の規定に従って当該証券をもって裏書で証

明してもらうこと。」  

 

第4条 この告示は官報に公示した翌日から起算し

て60日後に施行される。  

 

 

告示日 2014年12月s29日 

ﾌﾟﾗｿﾝ・ﾌﾟｰﾝﾀﾈｰﾄ 

(Mr.ﾌﾟﾗｿﾝ・ﾌﾟｰﾝﾀﾈｰﾄ） 

国税局の局長 

 

(2015年2月3日付け官報 一般業務告示編 第132

巻特別編28ｺﾞｰ)  
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パーサータイで話タイパーサータイで話タイパーサータイで話タイ 実際に使えるタイ語の文章を
提供しております。

泰国自然探訪 タイ国内で自然を満喫できるお勧めスポットと、
そこに生息する生物についてご紹介させていただきます。

Vo l u m e

2

今日中までに手配してください。今月のお題
ジャトガーン ハイ セット パーイ ナイ ワン ニー

จัดการใหเสร็จภายในวันนี้

木村部長 クン ソムジャイ、
 イントゥーネッ チャイ ガーン マイ ダーイ ナ
 （ソムジャイさん、インターネットが使えませんよ。）
 คุณสมใจ อินเตอรเน็ตใชงานไมไดนะ
    
ソムジャイ秘書 エ、チンローカ
 ムアギー ヤン チャイ ダイ ユー ルーイ
 （え、本当ですか。さっきまで、使えました。※）
 เอะ จริงหรอคะ เมื่อกี้ยังใชไดอยูเลย*

木村部長 ジャトガーン ハイ セット パーイ ナイ ワン ニー ナ
 （今日中までに手配してください。）
 จัดการใหเสร็จภายในวันนี้นะ

ソムジャイ秘書 ダイ カ （かしこまりました。） ไดคะ

※タイ人と
   働くコツ

日本人は上司が「インターネットが使えない」と言われた時に、「はい、分かりました。」、「了解です。調べます。」などと答えてすぐに解決しますが、タイ人は何にも考
えないまま「え、本当ですか。さっきまで、使えました。」と答えて何もしない人がいます。仕事したくないとか、上司が言ったことを信じていないわけではありません。
ただ、指示されたことに気づかないだけです。そのため、タイ人に仕事を頼むときには、はっきり内容や期限まで指示することをお勧めします。

ハイの使い方は授受・使役の表現以外に
依頼の表現にも使われています。

【例】 ガルナー ピット ナー
 ターン ハイ サニット
 窓をきちんと閉めて下さい。

 กรุณาปดหนาตางใหสนิท

 チュアイ アティバアーイ
 ハイ ライアット ノイ
 詳しく説明してください。

 ชวยอธิบายใหละเอียดหนอย

POINT 【文法】

動詞 ハイ 動詞

　ケンクラチャン国立公園はバンコク近郊のリゾート
地として有名なチャアム方面（バンコクの南西方向）
へ向かい、そこからさらに一時間程の場所にあるタイ
国最大規模の国立公園です。バンコクから120km、
車で約2時間半程の距離なので日帰りで訪れること
も可能です。ケンクラチャンダムでの釣りやキャンプ、
ペッブリー川での川下りなど、様々なアウトドアアク
ティビティを楽しむことができます。公園内やその周
辺にかけて多様な動物相を擁し、アジアゾウ、野生
の水牛、シロマブタザルの群れなどを観察することが
できます。また、約400種もの野鳥が生息しており、
タイのバードウォッチングのメッカでもあります。公園
内を流れるクリークでは4月の暑い時期になると数

千匹の蝶が集団吸水にやってきて、楽園のような光
景を目にする事ができます。植物相も多様で、トレイ
ルでは東南アジアに主に分布する大型の多肉植物ラ

バンコクから日帰り可能 ! タイ国最大規模の「ケンクラチャン国立公園」
フレシアが見られます。毎年 8月から10月にかけて
は降水量が多いため公園内への入場が禁止されます
が、今月より立ち入りが可能となります。ケンクラチャ
ン国立公園の外国人入場料は大人300バーツ、子
供 200バーツです。

ムアギー   さっき   เมื่อกี้ ジャトガーン   手配する、管理する   จัดการ
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今週の優秀な人材
バンコクにあるタイ国進出日系企業様向け人材紹介会社 

SAIYO RECRUITMENT CO.,LTD.
（サイヨーリクルートメント）から過去 1週間の推奨人材のお知らせです。

英語 : 基本会話可
バンコク
16,000～17,000 バーツ

女性 22 歳
会計

言語

希望勤務地

希望給与

1

英語：社内会話可
バンコク
20,000 バーツ

女性 30 歳
総務・コーディネーター

言語

希望勤務地

希望給与

2

英語：社内ビジネス会話可
バンコク
25,000～35,000 バーツ

男性 23 歳
ファイナンス

言語

希望勤務地

希望給与

3

英語：社内会話可
バンコク
18,000 バーツ

女性 22 歳
コーディネーター

言語

希望勤務地

希望給与

4

英語：社内ビジネス会話可
バンコク・サムットプラカーン
20,000 バーツ

男性 28 歳
営業

言語

希望勤務地

希望給与

5

英語：基礎会話
バンコク・サムットプラカーン
18,000 バーツ

女性 22 歳
総務・コーディネーター

言語

希望勤務地

希望給与

6

英語：ビジネス会話可
日本語：基礎会話可
バンコク
17,000 バーツ

男性 23 歳
通訳・翻訳

言語

希望勤務地

希望給与

7

英語：単語会話可
バンコク
35,000～40,000 バーツ

男性 47 歳
レストランマネージャー

言語

希望勤務地

希望給与

8

※上記以外にも登録者（タイ人・日本人）多数ございます。下記のウェブサイトで閲覧もできますし、
　直接弊社にお問い合わせいただいても構いません。
※上記求職者の詳しい資料のお問い合わせ、その他人材の募集、労務に関するお問い合わせや
　タイ国で就職希望の日本人の方のご相談等は日本人担当までご連絡ください。

        www.saiyo.co.th
        02-665-7289 ～ 91｠         02-661-6937
No.1,Room 1203 Glas Haus Building,12th Floor, Soi Sukhumvit 25 Sukhumvit Rd,

連絡先 Saiyo Recruitment Co.,Ltd

TEL FAX
HP
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 タイ経済指標 

項目 単位 2012 2013 2014 2015 

GDP成長率  前年比べ（％） 7.3 2.80 0.9 2.9（1-6月） 

人口* 千人 68,035 68,382 67,065 67,206（7月） 

労働者の数* 千人 39,821 39,808 38,963 38,941（8月） 

失業率** ％ 0.66 0.72 0.84 0.93（8月） 

最低賃金*  バンコク バーツ／日 300 300 300 300 

         チョンブリー  273 300 300 300 

         アユタヤー  265 300 300 300 

         ラヨーン  264 300 300 300 

賃金：全国製造業の平均 バーツ 10,159 11,066 12,074 12,220（8月） 

インフレ率** 前年比べ（％） 3.00 2.19 1.90 ▲0.89（8月） 

中央銀行政策金利* ％ 2.75 2.25 2.00 1.50（9月） 

普通貯金率** ％ 0.75 0.68 0.59 0.59（9月） 

ローン金利(MLR) ** ％ 7.29 7.16 6.96 6.77（9月） 

SET指数* 1975年：100 1,391.93 1,298.7 1,497.7 1,349.0（9月）  

バーツ／100円** バーツ 38.98 31.53 30.77 27.91（9月） 

バーツ／米ドル** バーツ 31.08 30.73 32.48 33.72（9月） 

円／米ドル** 円 79.79 97.6 105.84 120.9（9月） 

車販売台数（1月からの累計） 台数 1,428,628 1,337,631 884,346 514,494（8月） 

BOI認可プロジェクト 件数 2,262  2,016  1,662  1,563（1-8月） 

BOI認可プロジェクト金額 10億バーツ 983.9 1,027.3 729.4 542.2（1-8月） 

*期末、**平均 
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 タイ不動産情報 

販売物件 

No 物件 立地 価格（バーツ） 面積 (㎡) 備考 

SC1301 コンドミニアム プラカノーン 7,500,000 52 1BD 

SC1501 コンドミニアム オンヌット 4,000,000 52.94 2BD 

SL8001 工場用地 チョンブリー 35,000,000 16,000 - 

SL9001 工場 ラヨン 75,000,000 10,603 - 

SA0003 サービスアパート スクンビット 700,000,000 42室 - 

 
 

 
賃貸物件：工場と倉庫 

No 物件名 立地 
月の家賃 
(バーツ) 

面積 (㎡) 備考 

RW4001 倉庫 バンナー 90,000 704 即 

RW3001 倉庫 レームチャバン 134,400 840 即 

RF5001 工場 チョンブリー 131,580 774 即 

RF6001 工場 チョンブリー 230,400 1,152 即 

RF7003 工場 ラヨーン 432,000 2,160 即 

 

 
賃貸物件：オフィスとサービスオフィス 

No 物件名 立地 
月の家賃 
(バーツ) 

面積 
(㎡) 

備考 

RO1602 オフィス エカマイ 49,000 98 12月 

RO3301 オフィス ラチャダー 180,000 225 即 

RO3901 サービスオフィス シーロム 40,000 3-4人用 即 

RO3701 サービスオフィス プルーンチット 45,000 2-3人用 即 

RO3801 サービスオフィス プロンポン 55,000 4人用 2016年 2月 

 

8 



 

 AAP Capital :  Real Estate • M&A • Investment Consulting   

 

 
賃貸物件：住居 

No 物件名 立地 
月の家賃 
(バーツ) 

面積 
(㎡) 

備考 

RC0001 コンドミニアム アマタシティー 12,000 32 スタジオ 

RC1002 コンドミニアム シーラチャー 35,000 50 1BD 

RC8001 コンドミニアム シーロム 39,000 82 1BD 

RC1501 コンドミニアム プロンポン 58,000 111.7 2BD 

RA3001 サービスアパート トンロー 45,000 55.5 1BD 

 

 

お問い合わせ先 

AAP Capital Co., Ltd. 

1 Glas Haus Building, 12 Fl., Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit 21 Rd., 

Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110  

TEL: +66-(0)-2-261-8182    FAX: +66-(0)-2-261-8183 

URL: http://www.aapcap.com 

担当： 

辻(日本語、タイ語) 

+66(0)-86-358-7298   tsuji@aapcap.com 

キッティカーン（タイ語、英語） 

+66(0)-81-989-2206  kittikan@aapcap.com 
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Property for rent:  Condominium in Sriracha (RC1002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google map   

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-e5UpB2QTJk.kRN_aOKHPM1U&usp=sharing 
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物件種別 コンドミニアム 立地 シーラチャー 

全階数 17 階 15 

面積 50 ㎡ 駐車場 1 台 

家具 有 家賃 (バーツ/月) 35,000 バーツ 

電気代 公料金 水道代 公料金 

契約期間 1 年 

周辺施設 

・Robinson シーラチャー 

・パヤタイ・シーラチャー病院 

・Surasak Montri 公園 

備考 ・Pinthong, Hemaraj, Amata の工業団地へのアクセスが良好 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-e5UpB2QTJk.kRN_aOKHPM1U&usp=sharing

