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パスポート申請について

＊ パスポート未取得の方のみ確認ください

目次ページへ



海外旅行の際、必ず必要になるのがパスポートと航空券。 

パスポートは、海外で持ち主の身元を公的に証明する唯一の書類です。 

そもそもパスポートがないと日本から出国できません。 

初めて海外に行く場合はパスポートの申請がファーストステップです。 

実際に申請してから仕上がるまでに6日～10日前後かかることが一般的です。 

航空会社によっても航空券購入の際にパスポート番号が必要な場合がありますので、お早めに申請ください。

- ゴールデンウィーク（10連休）期間中の窓口業務について - 
4月27日（土）～5月6日（月）の期間中パスポートの申請はできませんのでご注意ください

パスポートについて



 検索窓に「パスポート  申請  ○○○←地域名」 で検索ください。 (例：仙台)

申請方法は各地域で異なることがありますので、お住いの地域で直接検索ください。

 検索窓に「パスポート  申請  ○○○←地域名」 で検索ください。 (例：千葉)

パスポート申請について



基本的に、どこの地域でも以下5点が申請の為の必要書類になります。 

戸籍抄本、戸籍謄本は本籍地の市区町村の書類が必要になるため、 

本籍地と現在お住いの地域が違う場合には、郵送でのやりとりになります。 

該当する方は、お急ぎご準備されてください。

申請必要書類について

(1)一般旅券発給申請書：1通     → 直接窓口かダウンロードで。 http://urx2.nu/vSzf                                                        

(2) 戸籍抄本または戸籍謄本：1通　→  本籍地で取得 (郵送可能) 

(3) 住民票の写し：1通　 

(4) パスポート用の写真：1枚 → 縦45mm×横35mmの縁なし 

(5) 本人確認のための書類 → 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証 等 

※ 更新の場合には「前回のパスポート」も必要になります。 

パスポート取得される方はなるべく早く申請を済ませるようにしてください。



完



バンコク旅行の持ち物・必需品チェック
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パスポートと航空券の用意、ホテルの予約も完了。 

これで基本的に問題はないのですが、持ち物を選ぶのに困る方もいると思います。 

ここでは用意しておいた方が便利なもの、必需品についてご紹介します。



バンコク旅行の持ち物・必需品チェック目次 

必需品 
・パスポート 
・航空券（別紙ご参照ください） 
・現金 
・クレジットカード 

電子機器 
・SIMフリースマホ or Wi-Fiルーター 
・モバイルバッテリー 

衣類・日用品 
・Tシャツ 
・長いズボン 
・上着 
・コンパクトに収納できる防寒着 
・歯ブラシ 
・マスク 
・日焼け止め 
・サコッシュなどの小さなバック 
・バックパック 
・筆記用具 

男性用持ち物 
・ジェル付きコンドーム 

アプリ 
・配車アプリGrab 

・通貨コンバーターアプリ 
・Rabbit LINE Pay 
Rabbit LINE Payを使うための準備 

Rabbit LINE Payを使ってBTSのチケットを買う方法



必需品

・パスポート 
・航空券 
・現金（日本円） 
・クレジットカード

 現金 

タイはまだまだ現金文化です。 

ホテルや大型スーパーなどはクレジットカードが使えますが、ローカルなレストランや出店などは基本的に現金支払いです。 

タクシー、電車、バイクタクシーなどの交通機関も現金支払いです。（GrabやLINEペイのQR決済対応の電車など例外はあります） 

クレジットカードの海外キャッシングサービスを利用し現地ATMでタイバーツを引き出すこともできますが、 

カード不具合やセキュリティブロックなどが原因でキャッシングできないケースも稀にあります。 

何よりタイではクレジットカードによるショッピングやキャッシングよりも日本円を持参した方が両替の手数料が安く済みます。 

日本円さえ持参すれば、よほど田舎にでも行かない限りタイバーツへの両替が街中のいたる所で可能です。 

 現地で必要になる現金の相場 

ココナッツウォーター：40バーツ (約140円) 

フードコートでチャーハン等＋飲み物：100バーツ（約350円） 

屋台で麺類など：40バーツ（約140円） 

高級タイレストランでディナー：1000バーツ（約3,500円） 

スターバックスラテ（トールサイズ）：110バーツ（約387円） 

水500mlペットボトル：15バーツ（約52円） 

BTS（スカイトレイン）/MRT(地下鉄）初乗り：15バーツ（約52円） 

タクシー初乗り（2kmまで）：35バーツ（約123円） 

ナイトアクティビティ：1,000バーツ～（3,500円～）



 クレジットカード 

前述した通り、タイではクレジットカードによるショッピングやキャッシングよりも日本円を持参した方が 

両替の手数料が安くて済みますが、支払い手段としてはもちろん、現地通貨を手に入れる代替手段として、 

クレジットカードやキャッシュカードは持っておいた方が何かと安心でしょう。 

急な出費や現金紛失等のトラブルが起こった時、対応手段のバリエーションがないとピンチに見舞われることになります。 

タイ・バンコク旅行で持っていて便利なクレジットカードは次の2種類です。 

・海外旅行・傷害保険が自動付帯する 

・海外のATMでキャッシング（現地通貨引き出し）できる 

保険が自動付帯するクレジットカードは持っているだけで保険の対象となります。 

なお、クレジットカードのキャッシング枠、海外キャッシングが可能なのかについては事前確認が必要です。 

カードによっては海外キャッシングに対応していないものもあります。 

カードの種類は世界の２大ブランドである「VISA」と「MasterCard」の汎用性が高いです。 

駐在員も多いためJCBの加盟店も増えてきてはいますが、対応しているところはまだまだ少ないです。

必需品



電子機器

・SIMフリースマホ or Wi-Fiルーター 
・モバイルバッテリー

 モバイルバッテリー 

外出先の電池切れに備えて、モバイルバッテリーがあると便利です。 

※変圧器は基本的には不要です。バンコクの電圧は220Vですが、旅行に持っていくような機器はほとんど220Vに対応しています。 

※変換用プラグについても、バンコクの電源コンセントはAタイプが主流なので、日本のコンセントをそのまま使用できます。 



衣類・日用品

・Tシャツ（2～3枚） 

・長いズボン（ドレスコードがある場所を利用する時用） 
・上着（長袖シャツなど、屋内の冷房対策） 
・コンパクトに収納できる防寒着（機内用） 
・歯ブラシ（ホテルによってはアメニティとして用意されていない） 
・マスク（機内と就寝時、冷房で喉を痛めないための対策） 
・日焼け止め 

・サコッシュなどの小さなバック（貴重品持ち運び用） 
・バックパック（キャリーバックよりバックパックがオススメ） 
・筆記用具

 Tシャツ 

バンコクは年間を通じて暑いですが、雨季と乾季で朝晩の気温がかなり変化するので注意は必要です。 

ただ、基本的には数枚のTシャツとシャツなどの上着が1枚あれば問題ありません。Tシャツなら手洗いで済みます。 

《1～2月 / 乾季》  気温28℃前後で雨はほとんど降らず、朝晩は気温が17℃前後にまで下がる。 

《3～5月 / 暑季》  気温30℃前後で少しずつ雨が降るようになり5月には雨量が増えてきます。 

　　　　　　  　　1年で最も暑い時期で、最高気温は35～40℃前後になることもあります。 

《6～10月 / 雨季》 気温30℃前後で1日に数回土砂降りのようなスコールが降ります。 

　　　　　　　　   9～10月には雨量が最も増え道路が冠水することもあります。 

《11～12月 / 乾季》気温27℃前後で雨がぐっと少なくなり、夜には冷え込むこともあります。 

　　　　　　　　　12月頃には、朝晩は気温17℃前後になることも。



衣類・日用品

 長いズボン 
綺麗なお店に入る場合は、稀にドレスコードがある場合があります。 
服装がNGだと本当にお店に入れないので要注意です。 
女性はワンピースであれば問題ありません。男性は、ハーフパンツ、ビーチサンダル、タンクトップ、帽子は入店お断りの場合が多
いです。 
※寺院などでも肌の露出がNGの場合がありますが、男性はOKだったり、観光客用に羽織る物をレンタルしていたりします。

 上着 
屋内の冷房がガンガン効いていてかなり寒いのであると便利です。 

 コンパクトに収納できる防寒着 
機内用に必須です。 
LCC(エアアジア・スクートなど)の機内は冷凍庫のように冷えます。

 歯ブラシ 
バンコクのホテルは日本ほどアメニティが充実していません。 
使い捨て歯ブラシがない場合もあり、用意してあっても海外の歯ブラシは大きくて磨きにくいので日本の歯ブラシがベストです。

 マスク 
エコノミークラスの機内でマスクは必須です。冷房で喉を痛めない対策はもちろん、隣に座った人の口臭や体臭対策にも必須で
す。キャビンクルーが機内に殺虫剤を撒くときがありますので、その時にマスクがないとけっこう地獄です。



衣類・日用品

 日焼け止め 
現地でも購入できますが、肌が弱いなどこだわりがある方は日本から愛用品を持って行くほうがいいかと思います。

 サコッシュなどの小さなバック 
外出用に貴重品など最低限の持ち物を入れるサコッシュなどの小さなバックがあると便利です。 
無印良品などでも、機能性があって低価格のサコッシュが販売されています。

 バックパック 
バンコク旅行なら、キャリーケースよりもバックパックがオススメです。 
バンコクの歩道は街中でも、舗装真っ只中で、砂地になっていたり、凸凹だったりとキャリーバックを引っ張るには不便です。 
また、LCCは荷物を預けると別料金がかかるため、できるだけ荷物をコンパクトにまとめて機内に持ち込むのが主流です。

 筆記用具 
機内で出入国カードに記入する際など、筆記用具が必要になるので用意しておきましょう。 
※出入国カードの記入方法は別マニュアルをご覧ください。



男性用持ち物

 ジェル付きコンドーム

コンドームはタイ人女性も日本旅行のお土産として購入している人気商品です。タイ現地でコンドームを買うと3個で90バーツ程度（約
300円）と決して安くない。日本ならコンドームは1個41円、タイのコンドームは1個100円もします。 

日本で購入しておいた方がお得で、女性側に優しいジェル付きのコンドームを予め用意していた方が相手も喜ぶでしょう。 

常に女性の神秘を酷使している女の子にはこういった心遣いが喜ばれますし無理に挿入してしまいますと朝起きて女性の神秘が痛むと
いう理由で２回戦を拒否される場合もあります。 

さらに、感度の良さから0.01ｍｍのコンドームを好む方は、小分けにされた使い捨てパックジェル + 0.01ｍｍのコンドームを持参する 
とベストでしょう。 

間違っても0.00mmには挑戦しない事です。



アプリ

・配車アプリGrab 

・通貨コンバーターアプリ 

・Rabbit LINE Pay 

 通貨コンバーターアプリ 

タイバーツを日本円に換算するために通貨コンバーターアプリをダウンロードしておくと便利です。 

eCurrency (iPhone限定) というアプリ(150円)は使い易くて人気ですが、無料でもXE Currencyなど多くの方が利用しています。 

  
eCurrency - 通貨のコンバーター (i os)         XE Currency 無料 (i os)           XE Currency 無料 (android) 

 

 Rabbit LINE Pay  ＊電車で利用したい方のみ 

日本でもキャッシュレス時代到来の流れがあり、PayPay、LINE PAY、楽天Payなどのスマホ決済をはじめ様々なサービスが開始されています。　 

タイではLINE PayとRabbitが提携していて、Rabbit LINE Payというサービス名で提供されています。 

このRabbit LINE Payを利用してBTSというタイ鉄道にQR決済で乗ることができます。 

日本国内のようにLINEポイントを使ったQR決済はできません。 

LINEポイントを外貨支払いに使うことができないため、クレジットカードを登録しQR決済を行います。 

日本人がいつも利用しているLINEアプリがあればラインペイ設定さえすればすぐに使えます。

https://itunes.apple.com/jp/app/ecurrency-%E9%80%9A%E8%B2%A8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/id310516332?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/xe-currency/id315241195?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&referrer=utm_source=XE-site


 Rabbit LINE Payを使うための準備 

①LINE Payの画面を下にスクロールします。 
「クレジットカード登録」をタップ

②緑の「＋」マークをタップ

③カードを登録

Rabbit LINE Payの設定



Rabbit LINE Payの活用方法

 Rabbit LINE Payを使ってBTSのチケットを買う方法 

①タイにはBTS / MRT / ARLの3つの電車があります。 
　Rabbit LINE Payが使えるのは「BTS」だけです。

②QRコード対応の自販機には液晶画面があり、路線図が表示されています。



 Rabbit LINE Payを使ってBTSのチケットを買う方法 

③デフォルトはタイ語なので、右上にある「English」のボタンを押して 
英語表示に切り替えましょう。 
行きたい駅の近くをタッチすると、路線図が拡大表示されます。 
駅名と駅番号が表示されているので、目的の駅にタッチします。

④駅名と料金が表示され、ボタンを押すことで1枚から4枚まで買う
ことができ、現金の場合はコインを投入します。 

今回はLINE Payで支払うので一番下にある「PAY BY QR」のボタン
を押します。

Rabbit LINE Payの活用方法



 Rabbit LINE Payを使ってBTSのチケットを買う方法 

⑤QRコードが表示されるので、LINE Payのコードリーダーで 
読み取り決済します。

⑥これでBTSのチケットが購入できました。 
決済が完了すると、LINEに30バーツの決済があったことが 
通知されます。 
（決済は国内のLINE PayのようにLINEポイントで決済されるのでは
なく、登録したクレジットカードでの外貨決済となります）

Rabbit LINE Payの活用方法



完 



バンコクのタブー・マナーについて
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  タイ人の生活習慣に関するマナーと注意点 

- 頭を触ってはいけない 

タイでは人の頭を触ることがタブーとされています。いくらかわいい子がいても頭をヨシヨシとなでるのはNGです。 

- 人前で怒ってはいけない 

タイ人は基本的におおらかで優しいですが、人前で怒ったり、怒鳴られることを嫌がります。 

特に仕事関係でタイにこられる方はこの点に注意しましょう。これをやってしまうと一気に信用を失います。 

- トイレットペーパーを流してはいけない 

日本人はすぐトイレットペーパーを便器に入れてしまうので注意しましょう。 
タイのトイレットペーパーは日本のように水に溶けませんし、詰まる原因になるので便器脇のゴミ箱へ捨てましょう。 

- 左手と足の裏は不浄とされている 

タイでも左手は不浄とされています。もし食事を手でする場合は、右手を使いしょう。 
同じく足裏も不浄とされているので足裏を仏様に向けたり目上の方に足裏を見せるようなことはしないよう気を付けましょう。 

人の足をまたぐのはもってのほかです。左手を使って握手をしたり物を渡したりするのも本来はNGです。 

- 公の場で王室を批判してはいけない 

王室を大切にするタイでは王室関係の悪口などSNSに投稿したり人前で王室を批判すると侮辱罪や王室不敬罪となり逮捕される
可能性があります。 

また、タイ人は8:00と18:00に国歌が流れた瞬間、みな立ち止まり国や王様に感謝と忠誠を誓うので注意しましょう。 

バンコクのタブー・マナーについて



  食事に関するマナーと注意点 

- 食事の際のマナー 

タイ人はスプーンは右手、フォークは左手を使ってます。ラーメンなどは右手に箸、左手にレンゲを持ちます。 

また、お茶碗を持ち上げたり、器に口をつけて食べるのはあまりよろしくないです。 

- 屋台での注意点 

屋台での食事は、お腹の調子を壊してしまうかもというリスクを考えて挑んでください。 

- 水道水は飲めない 

水道水は飲めませんので水を購入しましょう。10～25バーツ程度です。 

- 宗教の関係上牛肉がNGの場合も 

タイ人は仏教の関係で牛肉NGな方もいらっしゃいます。一緒に食事をする際は気をつけましょう 

- 食事中ズルズルと音を立てる 

ラーメンやお蕎麦が大好きな日本人は食事中ズルズルッと音を立ててしまいますが、 

欧米同様タイでもこの行為は下品となります。 

- タイ人に割り勘はNG 

タイでは食事の代金を目上の人が支払うのは当たり前です。 

またタイ人からすると日本人はお金持ちなので支払うのが当然と思っています。(悪い意味ではなく)

バンコクのタブー・マナーについて



  チップの習慣 

タイでは強制ではありませんが、チップを渡す場面が比較的多いです。 

サービスチャージが含まれる場合は支払う必要はないですが、 

支払いしたおつりの端数（小銭）や50～100バーツ程度が最近の相場です。 

マッサージは50バーツをチップの目安にすると良いでしょう。 

 電子タバコ　＊特に注意！ 

電子タバコをタイで吸うのは完全アウトですが、持ち込むのもやめた方が良いです。 

有罪宣告を受ければ罰金刑(約25万円)か10年以内の服役となります。 

バンコクのタブー・マナーについて



完 



タイ出入国カード 記入マニュアル
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海外旅行経験者の方ならご存知の通り、渡航する機内では「出入国カード」が配られます。 

出入国カードは現地空港の入国審査で提出するため、現地到着までに機内で記入を済ませる必要があります。 

出入国カードの記入に際して、日本人にとって厄介なのが言語です。 

カードの項目欄は現地語と英語しか記載されていないため、英語が苦手だと記入間違いや空欄が 

出来てしまい入国審査でカードを返され、その場で書かされることなります。 

スムーズに入国するためにも、出入国カードの記入方法についてあらかじめ確認しておきましょう。



タイ出入国カード記入マニュアル目次 

出入国カード 

入国カードの記入方法（表面） 

入国カードの記入方法（裏面） 

出国カードの記入方法（裏面） 



出入国カード

出入国カードとは以下の横長のカードです。 
裏表があるので、どちらも記入しましょう。 

※飛行機に乗り込んだら、黒か濃紺のボールペンを手元に用意しておきましょう。 
（パスポート番号と便名も記入するため、航空券をパスポートに挟んで手元に置いておきましょう） 

よくありがちなのが、荷物棚に荷物を入れてしまいペンが取り出せないというものです。 

エコノミークラスだとギュウギュウなので中央や窓側の座席になってしまえば身動きできません。 

そもそも、ペンを持っていないということもあり得ます。 

出入国カードが配られる際、日本で見かけるようなアンケート用紙に挟む小さなペンは一緒に配ってくれませんので 

自分でペンを手元に用意するようにしましょう。(キャビンアテンダントに言えば、貸してくれます) 

飛行機を降りる際に座席前ポケットに入れたペンやパスポート、スマートフォンを忘れることがないよう 

手元用の小さなポーチを用意しておくと便利ですね。



入国カードの記入方法（表面）

1： 姓 
2： 名 
3： 性別（男性：Male／女性：Female） 
4： 国籍 
5： パスポート番号 
6： 生年月日（日・月・西暦） 
7： 便名 
8： ビザ番号 ＊記載不要 
9： 職業 
10： 出発国 
11： 滞在目的　(Tourism と記載がベスト) 
12： 滞在日数 
13： 居住都道府県 
14： 居住国 
15： タイ滞在中の宿泊先住所（ホテル名） 
16： 電話番号 
17： Ｅメールアドレス 
18： 署名（パスポートと同じ） 

※15の宿泊先住所はあらかじめ調べておきましょう。

※英語で記入します



入国カードの記入方法（裏面）

1： 搭乗便のタイプ（チャーター便／定期便）＊定期便にチェック 
2： タイへは初めてのご旅行ですか？ 
3： 団体旅行ですか？　＊Noにチェック 
4： 宿泊施設　 
（ホテル／友人宅／ユースホステル／アパート／ゲストハウス／そ
の他） 
5： 渡航目的  ＊休暇(Holiday)にチェック 
（休暇／会議／スポーツ／商用／招待旅行／医療＆健康／教育／大
会／乗り継ぎ／雇用／展覧会／その他） 
6： 年収 
（20,000USドル以下／20,000～60,000USドル／60,001USドル以上
／収入なし） 

※英語で記入します



出国カードの記入方法（裏面）

1： 姓 
2： 名 
3： 生年月日（日・月・西暦） 
4： パスポート番号 
5： 国籍 
6： 帰国便名 ＊この時点で記載しなくても問題はない 
7： 署名（パスポートと同じ） 

※入国審査では、審査官が出入国カードを切り離し 
半券のような「出国カード」部分だけパスポートに挟んで渡してくれます。 

ただの半券だと思い捨ててしまう人が稀にいるのですが 
これは出国カードなので無くすと出国の際に面倒です。 

また、ホテルのチェックイン時にも確認されるので 
必ず捨てずにパスポートに挟んだままにしておきましょう。

※英語で記入



完 



バンコク 両替について

ここからは日本円→タイバーツの両替について案内します。 

バンコクの空港と街中で両替する方法になります。(日本の空港はレート悪いので現地空港で)

＊ 両替は日本円とパスポートをスタッフに渡すだけです

目次ページへ



ドンムアン空港の場合 

ドンムアン空港には両替協定があり、どこで両替してもレートは基本同じです。 

空港では少額だけを両替しておいて、後はバンコク市内にある両替所で行うのが一番ベストでしょう。

ドンムアン空港の両替所の場所ですが到着ロビー1階にたくさんあります。 

24時間営業していますので、深夜帯に到着しても問題ありません。 

少額両替はどれくらいかは個人差ありますが、1万～2万円程度が少額両替の基本になるかと思います。

両替所 (ドンムアン空港) 



スワンナプーム空港の場合 

スワンナプーム空港空港にも両替協定があり、どこで両替してもレートは基本同じです。 

空港では少額だけを両替しておいて、後はバンコク市内にある両替所で行うのが一番ベストでしょう。

スワンナプームの両替所の場所は、到着ロビーの2階、または地下1階に多くあります。 

写真は地下1Fの様子ですが、Exchange Zone と案内が出ていますので、このエリアで両替する事をオススメします。 

地下1Fは電車のエアポートレール(ARL)があるのですが、そこの近くの両替エリアは比較的レートが良い時があります。 

唯一空港管轄ではない、エアポートレールリンク管内の両替所という扱いで処理できるためです。 

少額両替はどれくらいかは個人差ありますが、1万～2万円程度が少額両替の基本になるかと思います。 

地下1Fは24:00には営業終了しますので、深夜帯に利用の場合は2Fの24時間営業している場所で行ってください。 

基本、両替ゾーンは密集しているのでグルっと1周してレートをざっとチェック(2～3分で済む)してみるのも良いかもしれません。 

両替所 (スワンナプーム空港) 



THANIYA SPIRIT (タニヤスピリット) 

タニヤスピリットが一番アクセスが良くホテルから徒歩圏内、BTSサラデーン駅から徒歩1分のところにあります。 

日本円以外のレート表示はなく、「円とバーツ」間の両替のみを取扱いする両替所です。 

日本円に特化している分、ベストレートであることが多いです。

Thaniya Spirit （タニヤ・スピリット） 

持ち物：パスポート 

住所：62/7 Thaniya Rd, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok, 10500 

定休日：なし 

営業時間：9:30-22:30 

https://goo.gl/maps/4sJEyLWEf9VXNczZA  (MAP) 

両替所 (バンコク市内) 

基本的に私達と夜一緒に行動する時には両替所にも寄りますので、その時に行えばOKです。

https://goo.gl/maps/4sJEyLWEf9VXNczZA


完 



空港 - ホテル間 移動について 

ここからは空港からホテルまでの移動方法を案内します。 

基本、タクシーか電車の2択になるかと思います。

バンコクはスワンナプーム空港とドンムアン空港の2つの空港があります。 

LCCのエアアジア、スクートなどを利用する場合はドンムアン、 

ANAなどを利用する場合はスワンナプームに到着となります。

目次ページへ



ドンムアン空港の場合 

ドンムアン空港内のタクシー乗り場の場所は、到着ロビーがある1階の8番出口前にあります。 

受付にて順番に行き先を告げて担当ドライバーが来るのを待ちます。この時に行き先を聞かれる場合があります。

滞在ホテル情報は予約情報などから住所が書かれた画面をスクリーンショットするなどして準備万端にしておきましょう。 

空港のタクシーを利用する際、空港乗り入れ料として別途50バーツを支払う必要があります。 

この50バーツはメーター加算されるものではないので、降車時にはメーター表示料金 ＋ 50バーツを支払うと考えましょう。 

総合料金は道路の渋滞状況にもよりますが、350バーツ前後を目安としておくと良いと思います。(高速代は別) 

高速代は運転手がどこから乗るかによりますが、50バーツ～100バーツ程度。 

高速代は料金所を通る時にその場で支払うのが一般的です。

タクシー移動の場合 (ドンムアン空港) 



ホテル公式ページ → https://www.marriott.co.jp/hotels/maps/travel/bkkdm-le-meridien-bangkok/

次のページで行き先が 

・ル・メリディアン・バンコク 

・ウェスティングランデ 

の2パターンのホテル情報を正確に記載しているので運転手に見せてあげてください。 

  (スワンナプーム空港からも同様) 

＊開催時期によって、エリアが異なるので今回はどちらのエリアで開催されるかは告知がされていると思うのでご確認ください。 

勿論、貴方が予約したホテル名を直接伝えて直接移動するのがベストです。 

但し、不安な方はこちらの情報で近くまで到着して後は徒歩移動でも良いかと思います。 

空港内では正式なタクシー乗り場に歩いて行くまでの間に、「タクシー！タクシー！」と声を掛けてくる人が 

チラホラいますが、この人達は通常の2倍くらいの価格でボッてくるのでシカトでOKです。

https://www.marriott.co.jp/hotels/maps/travel/bkkdm-le-meridien-bangkok/


 住所の英語表記

Le Méridien Bangkok  
40/5 Thanon Surawong, Bang Rak, Bangkok 10500

 住所のタイ語表記

โโรงแรม เลอ เมอร์ริเดียน กรุงเทพ  
40/5 ถนนสุรวงค์, สีลม, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 10500

Destination !



 住所の英語表記

The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok
259 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Watthana, 
Bangkok 10110

 住所のタイ語表記

เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ  
259 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

Destination !



タクシー移動の場合 (スワンナプーム空港) 

 スワンナプーム空港の場合 

スワンナプーム空港では至る所にタクシー標識がありますので絶対に迷いません。

タクシー乗車券の発券機がズラーッと並んでいる



発券された紙に書かれた番号のレーンに向かう

車種の好みを選択し PRESS HEREを押すだけで発券されます。



いよいよ、運転手とのやり取りを開始します。

 乗車時の確認ポイント 

１,自分用の券はトラブル時に必要なのでドライバーに渡さず自分で管理ください。 

２,運転手にメーターOK？ と確認ください。 600バーツでどうだ？とかアホっぽい事を言ってくるはずです。 

３,乗車中、運転手がハイウェイ？と聞いてきますので、OKと答えてください。2回の料金所を通過するのが一般的な
ルートで、金額に変更が無ければ1路線目が25バーツ、2路線目が50バーツの計75バーツです。 

その時々で高速料金は支払います。 
4.到着時、メータ料金と空港タクシーチャージ50バーツの合算金額を支払いください。(メーター料金+50が基本) 

概ね空港から中心地まで料金はメーター+50バーツで、渋滞無ければ400以下、渋滞で450くらいが多いです。



電車移動の場合 (スワンナプーム空港)  ＊ドンムアン空港は電車無し

スワンナプーム空港からの電車移動 (エアポートリンク)                                                                                             

スワンナプーム空港では至る所にエアポートレイルリンクの標識があるので、タクシー同様絶対に迷いません！ 

券売機で乗車券購入 (500バーツ以下対応) ＊窓口でもスタッフから購入可能



後は電車に乗るだけですが、どのような経路で移動するかは次ページを参考にしてください。 

乗り換え時の乗車券購入も券売機で買うので操作はほとんど同じです。 

目的地まで100バーツ以下で行けます。

乗車券はこんなコインで、コインを自動改札機にかざせばOKです。



←スクンビットエリア目的駅！ (BTSアソーク or MRTスクンビット駅)

移動方法 

→ シーロム・スリウォンエリアの場合 

スワンナプーム空港 → マッカサン駅（Makkasan）へ 

マッカサン駅 → MRTペッチャブリ（Phetchaburi）に乗り換え 

MRTペッチャブリ → MRT シーロム（Silom）へ 

シーロム駅から徒歩10分でメリディアンホテルです。 

→ スクンビットエリアの場合 

スワンナプーム空港 → マッカサン駅（Makkasan）へ 

マッカサン駅 → MRTペッチャブリ（Phetchaburi）に乗り換え 

MRTペッチャブリ → MRT スクンビット（Sukhumvit）へ 

スクンビット駅から徒歩8分でウェスティンホテルです。

← シーロム ・スリウォンエリア目的駅！(BTSサラディーン or MRTシーロム 駅)

←スワンナプーム空港





完 



Grab登録・使用方法について

バンコクはタクシーが安いため、基本タクシー移動で問題ありませんが、シェアリングエコノミー経済の新体験をしたい方は 

是非Grabも活用してみてください。　基本的には、タクシーより安く移動が可能になります。
目次ページへ



Grabは東南アジアを中心に使われている配車アプリです。(タクシーみたいなもの) 

2018年3月Uberが東南アジアのライドシェア事業をGrabに売却したことで、 

東南アジアのライドシェア事業はGrab一強となりました。 

現在、タクシー配車、自動車共有、自転車共有、バイクタクシーなど 

10種類の交通サービスを8カ国で展開しています。 

タイやマレーシアなどの主要な空港に降り立てば、Grabの巨大な看板を目にすることができます。 

今や、東南アジアの交通機関にGrabの存在は欠かせません。 

旅行者にとって最大の利点は、アプリで配車・行き先設定・決済が全て済むため、ドライバーとの 
会話が一切不要な点にあります。日本人が苦手な料金交渉の心配もありません。 

こちらではGrabアプリの登録方法、使用方法についてご紹介します。

Grabとは



Grab登録・使用マニュアル目次 

Grabの利用可能エリアとタイの空港発着料金 
・Grabのサービス提供国 
・タイの料金と空港発着料金 

Grabアプリのダウンロード 

Grabアプリの事前登録 

クレジットカード登録 

Grabアプリの使い方～出発地と目的地設定～ 
・出発地を設定 
・目的地を設定 

Grabアプリの使い方～車種の選択～ 

Grabアプリの使い方～配車予約確定～ 

Grabアプリの使い方～乗車～ 

Grabアプリの使い方～降車と評価～



Grabの利用可能エリアとバンコク空港発着料金

 Grabのサービス提供国 

シンガポール 

マレーシア 
インドネシア 

タイ 
ベトナム 

フィリピン 
ミャンマー 

カンボジア 
※各国、全都市をカバーしているわけではなく、主要都市を中心にサービスを提供しています。

 タイの料金と空港発着料金 

タイの場合ドンムアン空港やスワンナプーム空港発着の場合は下記の空港サーチャージがかかります。 

そのため、空港からはGrabではなくタクシーを拾うのがおすすめです。 



まず、Grabアプリを使うためには事前のアカウント登録が必要です。 

Grabアプリはこちらからダウンロード 

Grabアプリのダウンロード

アプリを起動したら位置情報の利用を許可するか聞かれますので「許可」して下さい。 

次にアカウントの作成方法を聞かれます。 

FacebookアカウントとGoogleアカウントでも作成可能ですが、最終的に電話番号を 

入力し、認証コードをSMSで受け取る必要があるので 

「Continue With Mobile Number」を選択すればよいでしょう。

https://www.grab.com/my/download/


電話番号登録画面が出てくるので 

・携帯電話番号（日本の場合は+81と入力します） 

・名前 

・Eメールアドレス 

の順番で入力します。 

電話番号は、国を選んで最初の"0"を除いて入力して下さい。 

例）「090XXXXYYYY」の場合は「90XXXXYYYY」と入力

Grabアプリの事前登録

電話番号を入力するとSMSで4桁のコードが送られてくるので 

その番号を入力します。 

あとは、クレジットカードの登録が必要ですが、 

カードの登録はサービスエリア外のため日本国内でできません。 

そのため、現地（Grabのサービスエリア）で登録を行います。 

※日本国内だと登録画面が表示されません。



前ページの通り、クレジットカード登録はサービスエリア外の日本国内では 

できないため、現地（Grabサービスエリア）で到着後に行ってください。 

登録可能なクレジットカードはVISA、Master、Amex、銀聯、Alipayです。 

クレジットカードの登録はメニュー画面の「GrabPay」から行うことができます。

クレジットカード登録

「ADD CREDIT/DEBIT CARD」を選択して下さい。

カード番号（上）、有効期限（左）、CVV（右）を入力します。 

CVVとはクレジットカードのサイン欄の所にある3桁のコード（数字）です。 

※カード登録が完了するとチェックのため5バーツ（約190円）請求が発生し、 

すぐキャンセルされます。 

常にこのカードで支払いたい場合は「Set as primary」をオンにします。



 出発地を設定 

バンコクでトップ画面を見ると「車」と「バイク」を選択できます。 

※画面はバンコクではなく、マレーシア・クアラルンプールです。 

選択すると自動的に今いる位置が表示されます。 

ただ、この自動で表示される現在地は少しずれている場合が多いので 

配車する際にドライバーとすれ違ってしまうケースがあります。 

そのため、現在地はテキストで入力するかピンで正確で位置指定することをお勧めします。 

（ウェブ検索し、英語で入力すると正確です） 

空港やショッピングモールなど大きな施設の場合は、 

さらに細かく乗車位置を指定します。

Grabアプリの使い方～出発地と目的地設定～

出発地

目的地
 目的地を設定 

出発地同様、目的地をテキストで入力します。 

※テキストを入力すると候補がいくつか表示されるので 

それを活用すると良いでしょう。 



出発地と目的地の入力が完了したら、車種を選んでいきます。 

※バイクの場合は設定がありません。 

画像内「Grab car」と表示されている場所をタップすると、 

「Grab Car 」「Grab Taxi」などの車種の選択画面が出てきます。 

車種が決定すると、お迎えまでの所要時間や目的地までの乗車料金が表示されます。

Grabアプリの使い方～車種の選択～

よく使われる車種の説明 

Grab Car （グラブカー） 

一般人ドライバーの自家用車。グラブに登録した一般人のドライバーが、 

自家用車で送迎してくれるサービスです。目的地までの乗車料金は、予約時で決定します。 

Grab Car 6-seater　(グラブカー　6人乗り) 

グラブカーで、6人乗りの大きな車を指定できます。グラブカーと同様、目的地までの乗車料金は 

予約時に決定されます。通常のグラブカーよりも割り増しの料金となります。 

Grab Taxi　（グラブタクシー） 

メータータクシー。メーターで料金が決定するので、グラブカーと違って事前に乗車料金が 

決定されません。通常、グラブカーよりも乗車料金が高くなります。 

また、予約料金が加算されます。 

Just Grab　(ジャストグラブ) 

グラブカーかメータータクシーを指定しない予約方法。現在乗車予約を受け付けられるどちらかの車が来ま
す。ジャストグラブの場合、メータータクシーが来た場合も予約時に乗車料金が決定されています。



車種も確定して「BOOK」をタップすると、ドライバーを探してくれます。 

間違って入力した場合は5秒以内なら「CANCEL」をタップすれば大丈夫です。

Grabアプリの使い方～配車予約確定～

予約が受け付けられたら、アプリ上にドライバーの顔写真と車のナンバー、 

車種とカラーの情報が表示されます。 

黄色い星は、これまでドライバーが乗客から受けた５段階評価。 

事前にドライバーの評価や情報が分かっているので安心できますね。 



あとは車が到着するのを待ちます。到着まで7分となっています。 

車の位置と自分の現在地を確認できますので、今車がどの位置にいるか把握できます。
車のナンバーと車種も表示されますので、車が到着するとナンバーなどで確認します。 

Grabアプリの使い方～配車予約確定～

ちなみに予約受付後は、チャット画面でドライバーとのメッセージのやり取りが 

可能になります。入口が複数ある建物や、少し分かりにくい場所の場合、待ち合わせが 

うまくいかない事もありますので、チャットで確認し合うことができます。 

トラブルに合わないために、万が一もし違うナンバーの車が来ても 

乗らないようにしてください。



ドライバーが到着したら、 

「ドライバーが到着しました。5分以内に乗車してください」というメッセージが 

表示されます。 

待ち合わせ場所で5分以上ドライバーを待たせると、 

ドライバー側からキャンセルされてしまう事もあります。 

車が到着したらすぐに乗車できるよう、前もって準備しておきましょう。

Grabアプリの使い方～乗車～

乗車し、目的地に向かい始めるとアプリ内が「In transit」となり、 

マップ上に現在地が表示されます。 

万が一、乗車中にドライバーとトラブルになったり、交通事故などの緊急事態の際
は、アプリに赤字で表示されている「EMERGENCY」をタップしましょう。 

こちらから直接警察に繋がります。



目的地に到着したら、クレジットカード決済の方は 

そのままキャッシュレスで降車してOK。 

※一応、支払いを現金に設定して予約することも可能です。 

今回は終始マレーシアでの画面を例にしていますが、タイでも使用方法は同様です。 

高速道路を使った場合は、アプリに表示されている価格に高速料金が加算されます。 

降車後にGrabアプリを立ち上げると、ドライバーの評価ページが表示されます。 

運転や接客態度など、五段階評価で星を付けましょう。 

これで一連の使い方は終了となります。

Grabアプリの使い方～降車と評価～



完



海外でスマホ(インターネット)を格安利用する方法

目次ページへ



パターン①    現地SIMカード利用  

パターン②    海外レンタルWifi 

パターン③    国内携帯キャリアの海外データ定額 

パターン④    ホテル&各所無料Wifiのみ 

パターン⑤    フレキシローム X  

海外でスマホ(インターネット)を活用する5つの方法

大きく分けて、海外でインターネットを使う方法は次の5つに分かれます。 

それぞれのパターンを解説していきます。 

短期旅行者のオススメはパターン①です。 
後ほど詳しく説明していますが、パターン①が難しい場合はパターン②、もしくはパターン⑤を 

検討されると良いと思います。 

コスト高になっても一番面倒くさくない方法で良いという方はパターン③です。 

パターン④は海外外出時に困る事が多くなるのでオススメは致しません。 

それでは、それぞれのパターンを解説していきます。



現地SIMカード利用は、日本でスマホを普通に利用するように海外でも使えますので非常に便利です。 

国内では、各通信キャリアのSIM (docomo.au.SoftBank) が常スマホに挿さっていますが、 

海外現地の通信キャリアのSIMに一時的に挿し替える方法です。

2つの方法 (パターンA or パターンB) から好きな方を選択ください。

パターンA：現地購入 (スタッフが設定) パターンB：事前ウェブ購入 (自分で設定)

各パターン(A.B)を詳しく解説していきます。

パターン１：現地SIMカード利用



- 現地購入のポイント解説 

　  皆さんが到着する空港は、バンコクのスワンナプーム国際空港かドンムアン空港のどちらかになります。 

     どちらの空港に着くと到着ロビーにSIMカード販売ショップが並んでいます。 

      スマートフォン ＋パスポート を店員に差し出すだけでスタッフが全てのセットアップを完了させてくれます。 

      購入方法もパンフレットに指差しするだけなので英語ができなくても問題ありません。　 

　   
　  スタッフが最初に「How long stay？」 と聞いてくる事も多く、その場合は「4days」とか滞在日数を答えると 

　  一番最適なプランを提供してくれます。

現地空港スタッフが全て設定をやってくれますので楽チンです！ (約3分で完了)

パターンA：現地購入 (スタッフが設定) 



 赤色の外観が目印のtrue

バンコクの携帯会社3社から1社を選択して契約できますので、3社を紹介していきます。 

短期旅行であれば3社どれを選んでも、そこまでの大差はありませんので悩む必要はありません。

1バーツ＝3.52円 (2019年4月時平均)パターンA：現地購入

＊ trueの場合は3日200B(703円)が最安プラン



 水色の外観が目印のdtac

＊dtacはキャンペーンで5日間170B(598円)で行なってる時が多々あります。(ドンムアン空港に多い)

1バーツ＝3.52円 (2019年4月時平均)

＊ dtacの場合は7日299B(1,052円)が最安プラン

パターンA：現地購入



 グリーンの外観が目印のAIS

1バーツ＝3.52円 (2019年4月時平均)

＊ AISの場合は8日299B(1,052円)が最安プラン

パターンA：現地購入



【AIS】タイ プリペイド SIM7日間 データ通信無制限 → http://u0u1.net/mFwV

【SIMカード到着後の操作の流れ】 

１）出発前に携帯の電源をＯＦＦ(空港) 

２）機内でSIMカード差し替え 

３）バンコク到着後、携帯電源をＯＮで利用可能 

パターンB：事前ウェブ購入 (自分で設定)

- 事前ウェブ購入のポイント解説 

　  現地購入との大きな違いは自分で設定する事です。 

　  但し、自己設定も難しい訳ではなく、届いたSIMカードをスマホに挿入するだけなのでシンプルです。 

　  海外の空港で申し込むのが面倒いと感じる方は選択肢に入れても良いもしれません。 

　  購入方法は、検索窓に「バンコク  SIM  購入 アマゾン」 で入力するとたくさん出てきます。 

　ご自身のスマートフォンのSIM形状と購入するものが合っているかも確認ポイントです。 

　iPhoneはnanoサイズなのですが、一般的な格安SIMリンク(400円)を下記に貼っておきますのでご参考までに。

http://u0u1.net/mFwV


- 確認ポイント 

     現在、SIMロック解除されたスマホを利用しているかの確認ポイントは、 

-  SIMフリースマホを購入した (iPhoneはApple Store / Androidは家電量販店等で購入) 

-  SIMロックがかかっている自分のスマホのロック解除を既にしている 

この２点です。 

上記に当てはまらない場合は、SIMロックがかかった状態になっているので、他社SIMを自由に挿すことができません。 

SIMロックとは各キャリア契約 (docomo.SoftBank.au) をしている場合に自動的にロックされています。 

2015年5月以降に発売された機種については一定の条件を満たせば自己申請によりロック解除が可能になっています。 

各自でキャリアの公式サイトでロック解除が可能な機種かどうかを調べてみてください。

https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/https://www.nttdocomo.co.jp/support/unlock_simcard/https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/

　  海外の現地SIMを利用する際には、皆さんのスマートフォンがSIMロック解除になっている必要があります。 

　  以下方法にてスマホが利用可能な状態にあるかの確認をしてください。

【重要】SIMロック解除スマホか確認！

現地SIMカード利用の注意点！

https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
https://www.nttdocomo.co.jp/support/unlock_simcard/
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/


以上で、パターン１ 現地SIMカード利用の解説終了です。



それでは、レンタルWi-Fiの 申込み・受け取り・返却方法をご案内します。

パターン2：海外レンタルWifi

レンタルWifiのメリットは複数人で利用する場合は料金を割る事で安くなる事ですが、 

総合的にはデメリットの方が多いと感じます。 

例えば、複数人でも常に同じ空間に居ないとWifiをキャッチできませんし、常に充電も気にしながら持ち歩く 

必要があるので、あえてストレスになるような荷物を増やす必要はないかと思います。 

但し、現地SIMカード利用の方法が取れない方は、海外レンタルWifiを活用するのも手だと思います。 



 価格.comで価格を比較してみましょう。 

https://kakaku.com/mobile_data/world-wifi/ranking.asp?ww_country=99

レンタルするWi-Fiを選ぶ

ホテルでは基本Wi-Fiが使えるので、外出中に 

どのくらいネットを使うかに合わせて選びましょう。 

Googleマップなどウェブ検索を頻度に利用するようであれば
人気1位のフォートラベル【4G】通常プラン（300MB/日）
では心許ないため、Hi-Ho!【4G】大容量プラン（500MB/

日）か【4G】ギガプラン（1GB/日）がお勧めです。 

申し込むプランを決めたら「お申し込み」をクリックしま
しょう。 

※直接、公式サイトから申し込むと価格が高くなるので 

価格.comから公式サイトへアクセス！ 

https://kakaku.com/mobile_data/world-wifi/ranking.asp?ww_country=99


お見積もり入力

公式ページに移動するので、渡航期間・渡航先・受取り方法など必要箇所に入力しましょう。 

Wi-Fiの受取り方法には「当日空港での受取り」と「出発前日に自宅へ配送」の2つがあります。 

※今回はWi-Ho!を例にご紹介します。空港受取りは羽田でも成田でも可能です。Wi-Ho!空港カウンターの詳細はこちら

入力後「おすすめプランを見る」をクリック

羽田空港内や成田空港内でもカウンターが 
複数あるので、出発ロビーに近いところを選びましょう

https://www.wi-ho.net/wifi-airport/#section03


プランを選択

さらに画面下におすすめプランが表示されるので、該当プランと返却方法を選択します。 

返却は成田や羽田なら空港備え付けの返却ボックスに入れるだけなので、宅配便返却ではなく空港返却を選びましょう。 

※モバイルバッテリーなどオプションもありますが、充電は結構持つので、外出先でも仕事でネットを使うなど 

使用頻度がものすごく高いのでなければ必要ないかと思います。（ちなみにバンコクのコンセントは日本の規格で使えます。） 

入力後「上記内容でお見積もり」をクリック



お見積結果

見積もり結果が表示されます。 

この金額で申し込む場合には、お支払い方法を選択し「お申し込み」へ進みます。

支払い方法を選択し 
「お申し込みへ進む」をクリック

※お申し込みへ進むをクリックすると上記メッ
セージがポップアップします。 

深夜便の場合は前日受け取りを選択し、 

そうでなければ「閉じる」をクリックします。



お申込みへ進む

はじめての利用の場合には「お申し込みを続ける」をクリックします。

「お申し込みを続ける」をクリック



お申込み者情報を入力

プライバシーポリシーの同意にチェックを入れ、個人情報と支払い方法情報を入力します。 

最後に「お申込内容のご確認へ」をクリックします。

「お申込内容のご確認へ」をクリック



お申込みを確定

お申し込み内容を最終確認し「お申し込みを確定する」をクリックします。 

これで申し込み完了です。

「お申込みを確定する」をクリック



メールで受け取りカウンターと返却カウンターを確認

お申し込みが完了すると登録メールアドレスに以下メールが届きます。 

メールに受け取り・返却カウンターの場所を確認できるリンクが添付されているので確認しておきましょう。 

※お申し込み後に変更することも可能です。



以上で、パターン2  海外レンタルWifiの解説終了です。



https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-data/

パターン３：国内携帯キャリアの海外データ定額

https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/kaipake/

https://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/packet-flat-late/

国内キャリアの海外定額データサービスはCMでもよく流れてますが、現在のスマホそのまま利用できる手軽さが 

あります。　しかし、その反面 コスト高になってしまう部分がデメリットに感じる点です。 

通信控えめに上手く利用しても 1,000円/日ぐらいはかかってしまうと思います。 

以下に各キャリアの海外パケ放題の公式リンクを貼っていますので、各自で確認ください。

https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-data/
https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/kaipake/
https://www.softbank.jp/mobile/service/global/overseas/packet-flat-late/


以上で、パターン3  国内携帯キャリアの海外データ定額の解説終了です。



パターン4：ホテル & 各所無料Wifiのみ

このパターンでは自分で一切インターネット環境の用意をせずにホテルや街中の無料Wifiに頼るという方法です。 

バンコクの空港ではフリーWifiは飛んでいます。　 

街中では大きなショッピングモールの一部、カフェの一部で利用できるくらいで考えた方が良いでしょう。 

ホテルではWifiが飛んでいないホテルは無いと言い切って良いくらい全てのホテルで利用できると思います。 

ただやはり外出時に何かあった際に不安ですので、インターネット環境は自身で準備する事を強くオススメします。



以上で、パターン4 ホテル&各所無料Wifiの解説終了です。



パターン5：フレキシローム X

フレキロームとは貴方のスマートフォンSIMの上からもう1枚SIMを重ねて貼る事でが出来て 

1つのスマートフォン内に2つのSIMが同時存在する事を可能にしたサービスになります。 

SIM回線の切り替えをスマホ内の操作で行うことで、元キャリア通信とフレキローム世界通信の瞬時に行い 

面倒な操作が一切ないというメリットがあります。 

フレキロームを利用するには、 

ステップ１：プリペイドSIMカード購入  (購入先リンク   →  http://urx.space/Y9oU ) 

ステップ２：スマートフォン設定            (公式マニュアル →  https://flexiroam.co.jp/setup-2/ )   

以上のステップを踏むことで利用可能になります。 

注意点はSIMロック解除されているSIMフリー端末のみ利用可能です。

料金は公式ページよりタイ国を選択し確認 → https://flexiroam.co.jp/coverage/

http://urx.space/Y9oU
https://flexiroam.co.jp/setup-2/


以上で、パターン5 フレキシローム Xの解説終了です。



全パータンを解説してきましたが、ご自身が一番利用しやすい方法を選択ください。 

また、マニュアルの内容は2019年4月中旬時点の内容で、サービス元の内容が変わって 

いる事もあるかと思いますのでその点ご了承ください。



これで、海外でスマホ(インターネット)を格安利用する方法完了です。



バンコクの素人娘ゲットの最強アイテム

目次ページへ



まずはランダムで表示される女性の中から右にスワイプし、Like（いいね）を付けて、女性からもLikeされると「マッチ」。 

メッセージのやりとりが出来るようになります。 

無料会員の場合、Likeスワイプ制限があり限度数を超えると12時間Likeを付けることが出来ません。 

有料会員になればLikeスワイプし放題、さらに現在地以外の好きなところの位置情報で女の子を探すことが可能になります。 

有料会員は1ヶ月1100円～

Tinder 

2019年現在タイで出会い系と言えば Tinder が最強にして最善の選択肢。 

利用者数の多さ、料金の安さ、出会いやすさ、全てにおいてタイで人気No.1です。



Tinderの使い方①  アカウント、プロフィール設定

 Tinderをインストール

インストール後、アプリを起動し先ずメールアドレスとパスワード登録をして
アカウントの設定をします。 

Facebook経由でログインすると、メールアドレスとパスワードの設定をする必
要はないのですが、その場合Facebookに登録している年齢や名前、職業や学
校がTinderに反映されてしまいます。 

新しく情報を入れたい方は、メールアドレスとパスワードの設定をしてアカウ
ントを作成してください。 

アカウントを作りましたらプロフィールを作成します。

https://itunes.apple.com/jp/app/tinder/id547702041?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder


タイにおいて美やモテの基準は「白いこと」。アプリの機能で白っぽく加工することは可能です。

 タイ人に対して最適なプロフィール写真 

日本ではプロフィール写真は「ブランディング」が重要だと言います。目を引くために差別化は必要ですが、実際タイでタイ人相手にモテよ
うとするのであれば、ブランディングは特に必要ありません。 

なぜなら、タイでは「日本人」というだけでプラスの印象を付与しているからです。 

そのため、特別なことはする必要が無く「日本人」というだけでタイの女の子の目を引きます。 

むしろ、変なキャラ設定をするのではなく「普通」のプロフィールを「綺麗に」仕上げることを目標にしましょう。 

ポイントは2つです。 

１、日本っぽい場所で撮った自分の写真 
２、タイっぽい場所で撮った自分の写真 

写り云々より、「どんな写真か」が重要なのです。 

簡単に言うと、 

１、日本っぽい写真は、相手が触れやすい話題提供、 

２、タイっぽい写真はタイ人に親近感を持ってもらうためです。



 タイ人にモテる究極の自己紹介文 

基本的にタイ人は面倒くさがりで、長文を読みたがりません。 

せっかくかっこいい文章でアピールしてもタイ人の習性上、内容を読む前に切られてしまう可能性が高いです。 

逆に言えばカッコつけた自己紹介文よりも、「楽に読まれる自己紹介」を作ることに力を入れるべきです。 

いわゆる、加点法でなく、減点法。 

「良い」自己紹介より、「無難な」自己紹介文を目指す努力の方向がタイでは効果が大きいです。 

１、名前 from Japan（Where are you from?と聞かれるのが面倒なため） 

２、英語で簡単なタイ滞在期間と目的（1行～2行） "I will go to BKK from 7-June～10-June" 

３、タイ語の一言（สวัสดีなど挨拶の一言だけでも） 

４、Line ID or インスタID 

重要なのは「タイ語」を入れることで、英語ONLYの自己紹介ではダメです。 

タイ語が入っていないだけで切られてしまう可能性があります。



Tinderの使い方② 相手を探す

先ず、検索範囲の設定をします。 

自分がいると設定した場所からどのくらいの距離にいて、年齢の幅はどのくらいなのかを
設定できます。 

無料会員でも12時間ごとに100回までLike（いいね）を付けることが出来ますが、位置情報
が現在の自分の周辺でしか設定できません。 

有料会員（TinderPlus、TinderGold）であれば位置情報の変更が出来て、日本にいながら
でもタイにいる女性ともマッチングすることができます。

画面上の真ん中にある赤いマークを押すと、自分の検索範囲で指定した相手の写真が 

表示されます。名前と年齢はここに表示されています。 

表示された女の子が気に入った場合は右にスワイプ。（もしくはハートマークのタップ） 

気に入らない場合は左にスワイプします。 

マッチングするまで、ひたすら右スワイプし続けます。 

マッチングするとメッセージのやり取りが出来るようになります。 

右スワイプ（もしくはハートマークのタップ）だけでは、自分がこの女の子に好意を持った
ことが伝わりません。しかし、星マークのLikeボタンを押せば、女の子に通知が届きます。 

※無料会員だと12時間に1度、100回までしかLikeできません。



Tinderの使い方③ タイのTinderにはびこるプロの危険性と見極め方

日本の出会い系サイト同様に、タイのTinderには多くのプロの女の子、ニューハーフ（レディボーイ）が紛れています。 

日本のサイトの場合、業者がやっていたり別サイトの登録に誘導されることが多いのですが、タイの場合は個人で買春交渉を持ち
かけてきたり、素人を装い会って行為に及んだあとにお金を要求してきたりします。 

また、自分が働いているバーなどお店に来るような営業を掛けてくる子も多いので、以下に該当する女の子は外しましょう。

プロの特徴一覧 

・プロフィールの1枚目に下着姿の写真を載せている子 

・自己紹介欄に"Model" "Freelance" 

・ホテルの場所をやたら聞いてくる子 

・向こうから積極的なアプローチを掛けてくる子 

（今からあなたの部屋に行っていい？等） 

・1通目、2通目ですぐにLINEのIDを送りつけてくる子 

・こちらの質問に答えない子、話が通じない子



Tinderの使い方④ タイ人を仕上げるメッセージ術

マッチした中で自分が気に入った子から優先的にメッセージを送ることになりますが、序盤はテンプレート化したメッセージを 

ほぼ無差別に送るのがコツです。もちろん、可能であれば相手のプロフィールや写真を見て、それに合わせたメッセージを送るこ
とがベストですが、タイではめちゃくちゃマッチするので、一人一人送るのは手間になります。 

序盤（お互いの基本情報開示）～中盤（LINE等）にかけての文章は極力テンプレ化しておくと楽です。

1通目：自己紹介文で書いたような最低限の個人の情報、滞在目的等 

例) Hi, I am ◯◯ from Japan. I’m Just visiting in BKK. 

2通目：相手を褒めるシンプルな言葉（1通目の後、すぐに送る） 

例）I like your lovely smile / You are so cute / Nice to meet you beautiful girl 

3通目：お互いの基本情報開示 ＋ 即率が高いかどうかの見極め 

・年齢 

・職業 

・住んでいる場所 

・誰と住んでいるか or  一人暮らし 

・お酒を飲むか飲まないか 

その後はお互い「今、何をしているのか」「どこにいるか」等、今の報告。 

メッセージのラリーが続いていれば、即LINE打診。可能な限り早めにLINEに移行。 

【鉄則その1　即レス】 

【鉄則その2　直接的で簡単なメッセージで】 

【鉄則その3 タイ人の「約束」は日本人の思う「約束」と概念が違う。 

  (アポは現時点から近ければ近い内に設定)

英語のやり取りの中、 

突然タイ語を入れると 
女の子が食いつきます



Tinder 

Tinder上での出会いからスムーズにLINE移行までの展開の要点をお伝えしてきましたが、 

英語 (タイ語) は分からなければGoogle翻訳アプリで十分です。 

テクニック自体はまだまだありますが、最初の段階ではこの辺の要点だけを捉えておくだけで、 

かなり時間短縮で相手との距離が縮まると思います。 

今回はタイに限定して内容を記載していますが、日本から外れた海外では割りと同じような国が多いです。 

アプリから素人女性をゲットしたいと考えている方は未知なる経験という事で是非トライしてみてください。



完 



完

海外・バンコクの歩き方 完全マニュアル


