
Thailand’s SMART Visa Program
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専門家・幹部職員・投資家等の
高度人材をタイへ誘致し、
イノベーションや技術を牽引する
１０のターゲット産業の成長を促す
ことがスマートビザの目的です。

2018年2月1日から
from February 1, 2018

SMART VISA
スマート電気機器
Smart Electronics

高品質で豊かな
観光・医療ツーリズム

Affluent, Medical & Wellness Tourism

農業・バイオテクノロジー
Agriculture & Biotech

医療ハブ
Medical Hub

デジタル
Digital

航空&物流
Aviation & Logistics

自動化機械・ロボット
Automation & Robotics

次世代自動車
Next-Gen Automotive

外国からの高度人材で
タイを新たなレベルへ飛躍

Taking Thailand to 
New Heights with Foreign Talents 

未来のための食品
Food for the Future

バイオ燃料・
バイオケミカル

Biofuels & Biochemical

The Smart Visa Program is intended to attract experts, senior managers, and investors 
to work or invest in technology companies to help develop the 10 targeted industries 
which will, in turn, drive technology and innovation in Thailand. 

外国からの高度人材で
タイを新たなレベルへ飛躍

Taking Thailand to 
New Heights with Foreign Talents 
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SMART 

“ T ”

条件
Eligibility

特典
Rights and Benefits

スマート・ビザの条件と特典
Eligibility and Benefits of SMART Visa

• 科学・技術の専門家

Science and technology experts

• 月給 ≥ 200,000バーツ

Salary ≥ 200,000 baht/month

• 雇用契約の有効期間 ≥ 1 年間

Employment contract with remaining validity 

of ≥ 1 year

• 雇用先はターゲット産業の企業

Employing companies being in the targeted 

industries

•最長4年間のビザ、
ただし雇用契約期間を超えないこと
Maximum 4-year visa, but not exceeding the employment 
contract term

•認められた就労活動には
別途ワークパーミット不要
No work permit required for working in the endorsed 
companies

•入国管理局宛て居住地報告が
90日毎から1年毎に延長
90-day reporting to the Immigration extended to 1 year

•再入国許可は不要
No re-entry permit required

•配偶者・子供にもタイ滞在許可を支給
且つ別途ワークパーミット不要
Spouse and children granted permission  to stay and work 

in Thailand with no work permit required

TALENT
専門家
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SMART 

“ I ”

条件
Eligibility

特典
Rights and Benefits

スマート・ビザの条件と特典
Eligibility and Benefits of SMART Visa

INVESTOR

• 直接投資金額が
最低2,000万バーツ
Minimum direct investment of 20 million baht 

• 10のターゲット産業分野における
技術ベース製造業者又は
サービス事業者に投資すること
Investing in companies using technology in 

manufacturing or delivering services and being 

in the targeted industries

•最長4年間のビザ
Maximum 4-year visa 

•認められた就労活動には
別途ワークパーミット不要
No work permit required for working in the endorsed 
companies

•入国管理局宛て居住地報告が
90日毎から1年毎に延長
90-day reporting to the Immigration  extended to 1 year

•再入国許可は不要
No re-entry permit required

•配偶者・子供にもタイ滞在許可を支給
Spouses and children granted permission to stay in 

Thailand

•配偶者も就労活動に
別途ワークパーミット不要
Spouses granted permission to work with no work permit 
required

投資家
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SMART 

“ E ”

条件
Eligibility

特典
Rights and Benefits

スマート・ビザの条件と特典
Eligibility and Benefits of SMART Visa

EXECUTIVE

• 学士号以上の学位を取得し、
かつ職歴 ≥ 10年
Holder of Bachelor’s degrees or higher with 
work experience ≥ 10 years

• 月給 ≥ 200,000バーツ
Salary ≥ 200,000 baht/month

• 雇用契約の有効期間 ≥ 1年間
Employment contract with remaining validity of ≥ 1 year

• 上級幹部職員
High-levels executives

• 10のターゲット産業分野における
技術ベース製造業者
又はサービス事業者に就職すること
Working for companies using technology in 

manufacturing or delivering services and being in the 

targeted industries

幹部職員

•最長4年間のビザ、
ただし雇用契約期間を超えないこと
Maximum 4-year visa, but not exceeding the employment 
contract term

•認められた就労活動には
別途ワークパーミット不要
No work permit required for working in the endorsed 
companies

•入国管理局宛て居住地報告が
90日毎から1年毎に延長
90-day reporting to the Immigration extended to 1 year

•再入国許可は不要
No re-entry permit required

•配偶者・子供にもタイ滞在許可を支給
Spouses and children granted permission to stay in 

Thailand

•配偶者も就労活動に
別途ワークパーミット不要
Spouses granted permission to work with no work permit 
required
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SMART 

“ S ”

条件
Eligibility

特典
Rights and Benefits

スマート・ビザの条件と特典
Eligibility and Benefits of SMART Visa

START UP

• 満期までの期間 ≧ 1年の
定期預金 ≥ 600,000バーツ保有すること
Fixed deposit of ≥ 600,000 baht with the remaining maturity 

term of ≥ 1 year

• 健康保険に加入すること
Health insurance

• 関連の政府組織が認めたインキュベーション/

アクセラレーター/その類似のプログラムに
参加すること、又は関連の政府組織に
認められること/合弁ステータスを得ること
Participating in an endorsed incubation, accelerator program or 

a similar program/or obtaining joint venture with or being 

endorsed by a relevant government agency

• 1年以内にタイ国内で起業すること
ただし、出資割合25％以上保有すること
又は取締会の一員になること
Must set up a company in the targeted industries in Thailand 

within 1 year with at least 25% ownership or being a board 

member

•初回に1年間のビザ、諸条件充足により
最長2年間の延長が可能
1-year visa for the first time, renewable for <2-year if 
requirements are met

•認められた就労活動には
別途ワークパーミット不要
No work permit required for working in the endorsed 
companies or projects

•入国管理局宛て居住地報告が
90日毎から1年毎に延長
90-day reporting to the Immigration  extended to 1 year

•再入国許可は不要
No re-entry permit required

•配偶者・子供にもタイ滞在許可を支給
Spouses and children granted permission to stay in Thailand

•配偶者も就労活動に
別途ワークパーミット不要
Spouses granted permission to work with no work permit

起業家
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スマート・ビザ申請の手続き SMART Visa Application Process 

資格認証を申請*

Apply for 

Qualification endorsement

• BOI

• NSTDA
• NIA

• DEPA
• NRCT

• TISTR

• MOFA

• Immigration

• MOL

資格認証の通知
Qualification endorsement notification

外国人
Foreigners

ビザの申請
Apply for visa

外国人
Foreigners

SMART VISAユニット＠ビザ・就労許可証
のワンストップ・サービスセンター

SMART Visa Unit @ One-Stop Service Center for Visas 

and Work Permits

大使館/領事館/

入国管理局@ ビザ・
就労許可証の
ワンストップ・

サービスセンター
Embassies/Consulates/

Immigration @ One Stop Center 

for Visas and Work Permits 

情報確認及び資格認証の過程
Information check and qualification Endorsement process

入国管理局と外務省
Immigration and MOFA

資格認証過程は最長30営業日
Qualification endorsement process takes up to 30 working days.

*申請書はタイ国大使館/領事館に提出可能
（その後、SMART VISAユニット＠ビザ・就労
許可証のワンストップ・サービスセンターに
申請書が転送されます。）
*Applications can be lodged at the Thai Embassies/Consulates 

which will then forward to the Smart Visa Unit@ One-Stop 

Center for Visas and Work Permits.
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関連の認証組織 Relevant Certifying/Endorsing Bodies 

ビザの種類
Visa Type

資格
Qualifications/Status 

認証組織
Certifying bodies

Smart T
専門家

 科学・技術分野において高度熟練専門家であること
Being Highly skilled experts in the fields of science and technology.

-民間の企業に就職する場合
In case the expert working for a private firm

NSTDA/ NRCT/

TISTR/ DEPA

-政府機関に就職する場合
In case the expert working for a government agency 

雇用先の政府機関
Sponsoring government agency 

 雇用先が10のターゲット産業に含まれること
Employers being in the targeted industries.

-民間の企業に就職する場合
In case the expert working for a private firm

NIA/DEPA

-政府機関に就職する場合
In case the expert working for a government agency 

雇用先の政府機関
Sponsoring government agency 

Smart I
投資家

 10のターゲット産業分野における技術ベース製造業者
又はサービス事業者に投資すること
Investing in companies using technology in manufacturing or delivering services and being in 

the targeted industries

NSTDA,/NIA/ DEPA
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ビザの種類
Visa Type

資格
Qualifications/Status 

認証組織
Certifying bodies

Smart E
幹部職員

 10のターゲット産業分野における技術ベース製造業者
又はサービス事業者に就職すること
Working for companies using technology in manufacturing or delivering services and being in 

the targeted industries

NSTDA/NIA/ DEPA

Smart S
起業家

 関連の政府機関が認めたインキュベーション/アクセラレーター/その類似
のプログラムに参加すること もしくは
Participating in an Incubation or accelerator program or similar programs endorsed by a relevant 

government agency or

NIA, DEPA

 関連の政府機関との合同ベンチャーをすること又は関連の政府機関に
認められたこと (インキュベーション/アクセラレーターのプログラムに
参加しない場合)
Having a joint venture with or endorsed by a government agency (in case of not participating in 

an incubation or accelerator program)

DEPA

 10のターゲット産業分野において起業すること
Companies that have been set up being in a targeted industry

NIA, DEPA

関連の認証組織 Relevant Certifying/Endorsing Bodies 
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お問い合わせWhere to contact?

ビザ・就労許可証の

ワンストップ・サービスセンター
One-Stop Service Center for Visas and Work Permits

18th Floor, Chamchuri Square Building, 319 

Phayathai Road, Pathumwan Bangkok 10330

SMART Visa Unit

+66-2209- 1100 ext. 1109-1110

smartvisa@boi.go.th

2018年2月1日より開始
Starting from 1st February 2018

https://smart-visa.boi.go.th
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