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(1986 年投資促進法に基づく)
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I. 農業生産

1. 花卉栽培

II. 農産品の加工

1. チョコレート、チョコレート菓子
2. 野菜、芋類、根菜、果物
3. 畜産品
4. 農業廃棄物、農業副産物
5. 水産物
6. 水産養殖用飼料
7. 製薬用、香料用、化粧品用、食品用の植物抽出物

や精油
8. 補助食品
9. 添加物、香料、着色料、機能性原料

III. ゴム製品の製造

1. 地ならし機、農業用車両、工業用車両、商業用
車両、オートバイ、航空機向けのタイヤ

2. ラテックス製品
a) 安全用手袋、特別機能手袋

3. 乾燥ゴム製品
a) ベルト材料
b) ホース、パイプ、チューブ
c) ゴム・プロファイル
d) シール、ガスケット、ワッシャー、パッキン、 
  リング、ゴム裏張り材
e) 防振、防湿、防音製品

IV. パーム油製品とその派生物の製造

1. オレオケミカル、オレオケミカル派生物や製剤
2. パーム油栄養補助食品、パーム油またはパーム

核油の成分要素
3. パーム油食品および成分

a) 特殊動物油代替品
b) パーム主成分のマヨネーズとサラダ・ドレ  
  ッシング
c) ミルクまたはココナッツ・パウダーの代用品
d) レッド・パーム油とその関連製品
e) パーム食品成分
f) 改良パーム油とパーム核油製品
g) マーガリン、バナスパチ、 ショートニン  
  グ、その他加工油脂製品
h) ココア・バター代替品、ココア・バター代  
  用品、ココア・バター同等品、パーム油中間 
  製品、特殊オレイン

4. 下記を原料とする加工製品
a) パーム核油糟
b) パーム油工場廃液
c) パーム・バイオマス

V. 化学品と石油化学品の製造

1. 有機または無機素材からの、化学派生物または
調合品

2. 石油化学製品

VI. 医薬品・医薬関連製品の製造

1. 医薬品または生物医薬品
2. 栄養補助食品
3. 微生物やプロバイオティクス

VII. 木材製品の製造

1. 木製家具の設計、開発、生産
2. 合板を除く加工木材製品

VIII. パルプ、紙、板紙の製造

1. 段ボール中紙、テストライナー、クラフトライ
ナー、またはクラフト紙および板紙

IX. ケナフ製品の製造

1. 飼料、ケナフ片、ケナフ繊維、再生パネルボー
ド、再生製品（パーティクルボード、中質繊維
版など）、成形製品などのケナフ製品

X. 繊維および繊維製品の製造

1. 天然または合成繊維
2. 天然または合成繊維の紡績糸
3. 織物布地
4. 編物布地
5. 不織布
6. 漂白、染色、印刷などの生地の仕上げ
7. 特殊衣服
8. 技術的または機能的繊維や繊維製品

XI. 粘土製品、砂製品、その他非金属鉱 
 物製品の製造

1. 高アルミナおよび塩基性耐火レンガ
2. 実験用品、化学用品、産業用品
3. 人工ダイヤモンド
4. レンガ、タイル、厚板、ペレット、舗装レン

ガ、角材などの、結晶ガラス品や成型ガラス品
5. 吸水性の粘土材料
6. 大理石、花崗岩製品
7. セメント、石膏、その他鉱物性結合剤で固めら

れた、天然繊維や合成繊維のパネル、ボード、
タイル、ブロック、その他類似製品
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 IXII. 鉄鋼の製造

1. スチールの鋼片やスラブ
2. 高さ200ミリ以上の形鋼
3. スチール製のプレート、シート、コイル、フー

プ、ストリップ:
a) 熱間圧延
b) 冷間圧延または冷間薄板

4. シームレス・スチール・パイプ
5. フェロマンガン、シリコン・マンガン、フェロ

シリコン
6. コイル状の電解亜鉛メッキ・スチール・シート

XIII. 非鉄金属・非鉄金属製品の製造

1. 金属錫以外の非鉄金属の一次インゴット、ビレ
ット、スラブ

2. EC銅棒を除く非鉄金属製の棒、ロッド、形鋼
3. 非鉄金属製のプレート、シート、コイル、フー

プ、ストリップ
4. 非鉄金属製のパイプ、チューブ
5. アルミニウム複合パネル

XIV. 機械および機械コンポーネントの 
  製造

1. 特定の産業向けの特殊機械または機器
2. 発電機械または機器
3. 一般産業向け機械または機器
4. 機械または機器向けのモジュールや産業用部品

またはコンポーネント
5. 金属加工向け機械または機器
6. 重機を含む械機や機器の、改良またはリコンデ

ィショニング

XV. サポーティング製品とサービス

1. 金属鋳造
2. 金属鍛造
3. 表面加工
4. 機械加工、治具、固定具
5. モールド金型、治工具、プレス金型
6. 熱処理

XVI. 電気電子製品、コンポーネント、 
  部品の製造と関連サービス

1. 半導体
a) ウェーハ・ファブリケ－ション
b) 半導体の組み立て
c) 半導体のコンポーネントおよび部品:
  i)   最新の回路基板
  II) はんだ材料
  iii) 接着パッド

d) 半導体用具
  i)  ウェーハ・キャリアー
  ii) 集積回路（IC）キャリアー
  iii) フォトマスクとマスクブランク
e) 半導体関連サービス
  i)   ダイまたはウェーハ・レベル処理
  ii)  集積回路（IC）検査
  iii) ウェーハの精密分析または仕訳
  iv) ウェーハのバンピング

2. 先端のディスプレイ製品と部品
a) 最新のディスプレイ製品
b) 最新のディスプレイ・モジュール
c) バックライト・システム

3. 情報通信技術（ICT）製品、システム、またはデ
バイス
a) デジタル・コンバージェンス製品またはデ  
  バイス
b) データ保存システムまたはデバイス

4. デジタル・エンターテイメントまたはインフォ
テイメント製品
a) デジタルTV
b) デジタル・ホームシアター・システムまた  
  は関連製品
c) デジタル・オーディオまたはビデオ、映像録 
  画機またはプレーヤー

5. オプトエレクトロニクス機器、システム、デバ
イス、またはコンポーネント
a) フォトニクス・デバイスまたはコンポーネ  
  ント
b) オプトエレクトロニクス機器またはシステ  
  ム、デバイス、コンポーネント
c) 光ファイバー、光ファイバー製品

6. 電子トラッキングもしくはセキュリティ・シス
テムまたはデバイス
a) 音声／パターン／ビジョン認識装置または合 
  成装置、システム、またはデバイス
b) 電子ナビゲーションおよびトラッキング  
  機器、システム、またはデバイス
c) 無線自動識別（RFID）システムまたはデバ  
  イス

7. 電子コンポーネント
a) 多層の、またはフレキシブルなプリント  
  配線基板 
b) 先端のコネクタ

8. 代替エネルギー機器、製品、システム、デバイ
ス、またはコンポーネント
a) 太陽電池、モジュール、システム
b) 充電式バッテリーまたは蓄電システム
c) 燃料電池

9. 省エネ照明
10. 電気製品:

a) 無停電電源供給
b) インバータまたはコンバータ
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XVII. 専門家用、医療用、科学用、計測 
  用のデバイス／部品の製造

1. 医療用、外科用、歯科用、獣医用のデバイス
または機器と関連部品、コンポーネントまた
は付属品

2. 検査用、計測用または実験用の機器もしくは
装置

XVIII. プラスチック製品の製造

1. 特殊プラスチック・フィルムまたはシート
2. ジオシステム製品
3. エンジニアリング・プラスチック製品
4. クリーン・ルームで成形された製品
5. バイオポリマーまたはバイオポリマー製品

XIX. 保護機器と保護デバイス

1. コーティング済み安全手袋またはニット安全手袋
2. 先端的弾道保護ガラス
3. 落下保護装置

XX. 製造関連サービス

1. 統合的ロジスティック・サービス
2. 食品向けコールドチェーン施設とサービス
3. ガスと放射線滅菌サービス
4. 環境管理:

a) 下記の廃棄物リサイクル:
  i)  有害・無害廃棄物
  ii) 化学薬品
  iii)再生ゴム

5. 工業デザイン・サービス

XXI. ホテル業・観光業

1. 中低料金のホテルの建設（3つ星ホテルまで）
2. 4つ星および5つ星ホテルの建設
3. 既存ホテルの拡張または近代化
4. 観光プロジェクトの設定
5. 観光プロジェクトの拡張または近代化
6. レクリエーション・キャンプ場の設立
7. コンベンションセンターの設立

XXII. その他

1. スポーツ用品または器具
2. 貴金属ジュエリー
3. コスチューム・ジュエリー
4. 生分解性の使い捨てパッケージおよび家庭用品
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