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⽀援サービス料⾦表 2022 年度 改定版 

パック料⾦を除き、この料⾦には関係機関に払う申請料などは含まれていません。 更新⽇︓ 2022-07-30 

⽀援サービス項⽬ 
料⾦（バーツ）  

（VAT 別途） 

■ 200 万バーツ資本⾦での起業⽀援 ３ヶ⽉パック 

 （⽇本⼈ 1 名分のビザ・労働許可が取得可能です。） 

会社設⽴から設⽴後 3 ヶ⽉間の問題解決へのアドバイスやサポートまで含むワンパック 

（会計⼠サイン費⽤と税務登録⼿数料が 7,000 バーツ+印紙代と申請料が別途 6,200 バーツが必要で

す。） 

６０，０００ 

+6,700 

+7,000 

+VAT7% 5,159 

78,859 
⽀援内容︓会社設⽴（200 万バーツ規 模）、税務申請、社会保険申請、銀⾏⼝座開設、社印作成（2

つ）、ビザ新規申請および更新サポート（3 ヶ⽉後の更新 1 回分含む）、ワークパミット申請、起 業後 3 ヶ⽉

間の問題解決無料サポート（実費は必要です。）電話（無制限）および⾯談（10 時間程度よる⽀援業務 

■ 400 万バーツ資本⾦での起業⽀援 ３ヶ⽉パック 

 （⽇本⼈ 2 名分のビザ・労働許可が取得可能です。） 

会社設⽴から設⽴後 3 ヶ⽉間の問題解決へのアドバイスやサポートまで含むワンパック 

（会計⼠サイン費⽤と税務登録⼿数料が 7,000 バーツ+印紙代と申請料が別途 6,200 バーツが必要で

す。） 

7０，０００ 

+6,700 

+7,000 

+VAT7% 5,859 

89,559 
⽀援内容︓会社設⽴（400 万バーツ規模）、ビザ新規申請および更新 （3 ヶ⽉後の更新 1 回分含む）、

ワークパミット申請、税務申請、社会保険申請、銀⾏⼝座開設、社印作成（2 つ）、事務所探し⽀援、起業

後 3 ヶ⽉間の問題解 決無料サポート（実費は必要です。）、電話（無制限）および⾯談（10 時間程度よ

る⽀援業務 

バンコク以外での会社設⽴の場合の追加料⾦（交通費+諸経費） 

・バンコクの隣接県 +5,000 バーツ 

・100km 以内（アユタヤ、チョンブリー）+7,500 バーツ 

・200km 以内（ラヨーン、シーラチャ、コラート）+10,000 バーツ 

・チェンマイ、プーケットなど +20,000（要ご相談） 

+５，０００から 

 ■ ⾯会・オンライン（Skype・LINE など）での相談料 注︓オフィスにて 

１時間以内 無料 

+1 時間毎 １，０００ 

出張しての相談（超過１時間毎に+1,000 バーツ） 3,000/３時間以内 

相談者からの国際電話による相談 ３０分以内無料 
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  ■ 会社設⽴に関する事項   

資本⾦ 200 万バーツの会社設⽴登記（会社設⽴登記と税務登記⼀式＋ＶＡＴ登記＋税務登記カード取

得） 
35,000 

100 万バーツの資本⾦増資（増資申請⼿続きおよび新規株主名簿作成・新たな会社登記事項証明書の取

得） 
5,000 

200 万バーツの資本⾦増資（増資申請⼿続きおよび新規株主名簿作成・新たな会社登記事項証明書の取

得） 
5,000 

資本⾦の減資（減資の株主総会議事録作成、減資申請と減資後の会社登記事項証明書の取得） 7,000 

会社役員変更、⼊れ替え 5,000 

会社住所変更、株主変更 5,000 

社名変更（法務局および税務署での会社名変更+会社印変更、所要⽇数 40 ⽇前後） 20,000 

定款または代表者の追加削除（変更申請⼿続きおよび新たな会社登記事項証明書の取得、発起⼈への通

知および承認、官報への広告出稿） 
15,000 

コンサルティング⽉契約 3,500/⽉ 

 ■ ビサ(ノンイミグラント)関連   

新規申請 (ทาํใหม่) VISANON-IMM (B)のご案内 

（Non-B ビジネスＶＩＳＡ取得申請書類作成） 
3,000 

ビジネスビザの延⻑申請（弊社経由の税務処理利⽤の場合） 15,000 

ビジネスビザの延⻑申請（他社経由の税務処理利⽤の場合） 20,000 

ビサ ノンイミグラント９０⽇以上在留申請代⾏（ต่อ 90 วนั） １，５００ 

他のビザから就労ビザへの切り替え申請 ２０，０００ 

リエントリービザ申請代⾏費（１回/数次） １，５００ 

 ■ COE（⼊国許可証）関連   

COE（⼊国許可証）の申請代⾏（LINEでの必要書類の説明を含む） 1,000 

ASQ ホテルの予約と問い合わせ代⾏ 
※問い合わせ内容が、電話の場合 1時間、メールの場合 3往復を⼤幅に上回る内容の場合、別途お⾒積もりとさせて頂く場合があります。 3,000 

AHQ医療機関の予約と問い合わせ代⾏、医療ビザ申請のサポートと COE（⼊国許可証）の申請代⾏ 
※問い合わせ内容が、電話の場合 1時間、メールの場合 3往復を⼤幅に上回る内容の場合、別途お⾒積もりとさせて頂く場合があります。 8,000 

 ■ 労働許可書（ワークパミット）関連   

新規申請 取得費⽤別 １５，０００ 

継続申請 ５，０００/回 

住所、名前、会社名等変更 ５，０００ 
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ビサ（B）国内延⻑申請とワークパミット継続同時申請１回パック 

(書類等に不備があった場合は別途費⽤が発⽣します。) 
２０，０００ 

ワークパミット新規+ビサ B 継続申請１年パック（４回まで） ２８，０００ 

 ■リタイヤメント(ロングステイ)ビザ・取得サポート   

ロングステイビザ 10年申請サポート・パッケージ（健康診断書費⽤や申請料 10,000 バーツやビザ費⽤は別

途) 
８，０００ 

ロングステイビザ 1年申請サポート・パッケージ（健康診断書費⽤やビザ費⽤は別途) 6，０００ 

健康診断同⾏通訳サポート ３，０００ 

ロングステイビザ延⻑申請代⾏（ビザ費⽤は 1,900 バーツは別途) ５，０００/回 

90 ⽇間ごとの居住地申請代⾏費⽤ １，０００/回 

90 ⽇間ごとの居住地申請代⾏費⽤（1年 4 回パック） ３，５００/年 

■ ライセンス取得代⾏（１年毎延⻑必要） 実費別 

旅⾏業ライセンス（国内）取得代⾏ ７，５００ 

旅⾏業ライセンス（国内・海外）取得代⾏ １７，５００ 

旅⾏業許可書更新 ５，０００ 

マッサージ店営業許可書 ５，０００ 

飲⾷店営業許可 ５，０００ 

タバコ販売許可証取得代⾏ ２，０００ 

酒類販売許可証取得代⾏ ２，０００ 

飲⾷店営業許可・酒・タバコ販売許可ワンパック ７，０００ 

上記ライセンスの延⻑（1年／要相談） ３，５００〜 

■ 税務関連   

ＶＡＴ登記（新会社設⽴後の税務登記）+税務カード取得 ５，０００ 

納税登録カード申請（法⼈・個⼈） ３，５００ 

⽉次税務処理代⾏（所得税） ２，０００ 

個⼈所得税申告（確定申告）／年１回 ２，０００ 

税務署への出頭・説明のサポート（要相談） ３，０００〜 

■ 社会保険関連   

社会保険新規登録申請（１回毎） ２，０００ 

社会保険申告書作成／毎⽉ ２，０００ 



 4 / 5 
 

■ 会計処理（会計会社の紹介となります） 事業規模により変動 

⽉次処理（タイローカル会計事務所） ６，０００〜 

⽉次処理（タイ⽇系会計事務所） １５，０００ 

決算書作成（リポート作成） ２０，０００〜 

年次決算処理（会計⼠のサイン代込み） ２５，０００〜 

■ 銀⾏⼝座開設⼿続   

法⼈名義銀⾏⼝座開設サポート ５，０００ 

個⼈名義銀⾏⼝座開設サポート ４，５００ 

■ ⽇本語、英語、タイ語の翻訳（A４サイズ） ⽂字数によって変動 

⽇本語からタイ語（私⽂書） ８００〜 

⽇本語からタイ語（ビジネス⽂書） １，０００〜 

タイ語から⽇本語（私⽂書） １，０００〜 

タイ語から⽇本語（ビジネス⽂書） １，２００〜 

英語から⽇本語（私⽂書） ８００〜 

英語から⽇本語（ビジネス⽂書） １，０００〜 

■ タイ語-⽇本語通訳   

当社オフィスにて 

１時間 １，５０

０ 

2 時間 ２，５０

０ 

出張ビジネス⽇タイ通訳（往復時間含む） 

３時間 ５，００

０ 

６時間 ８，００

０ 

■ 各種契約書作成   

共同経営取り決め書、出資関係契約書など 
８，０００から

（要⾒積り） 

就業規則（タイ語）作成 
５，０００から

（要⾒積り） 

■ ⽇タイ結婚⼿続きサポート  

⽇本⾏きビザ申請サポート（滞在ビザ） １０，０００ 
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⽇本⼈が在タイの場合の婚姻⼿続きサポート（翻訳代・認証代+⼿数料） ２０，０００ 

⽇本⼈が在⽇の場合の婚姻⼿続きサポート（翻訳代・認証代・送料全て込み+⼿数料） ２５，０００ 

出⽣届サポート ３，０００ 

認知届サポート（必要書類の準備を含む / 翻訳料は別途） 
３０，０００+実

費 

胎児認知⼿続きサポート（必要書類の準備を含む / 翻訳料は別途） ２０，０００ 

離婚⼿続き（バンコク市内）サポート ２５，０００ 

離婚⼿続き（バンコク以外）サポート 
２５，０００+実

費 

■ ⽇タイ結婚⼿続きサポート  

インターネットを利⽤した調査代⾏  

1,000 バーツから

／時間 

（調査内容に応

じて⾒積） 

現地出張による調査代⾏（バンコク都内） 

※バンコク以外は応相談。 

最低 3 時間

3,000 バーツから 

（調査内容に応

じて⾒積） 

 


