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１． 赴任時の携行荷物について                          

 

(１) 赴任時に必ず持参するもの 

※ 隊員ハンドブック 3-5 出発時の注意事項を必ず確認の上、ハンドブックに記載されて

いる「手荷物として持参するもの」に加えて、以下を持参ください。 
 

① 隊員ハンドブック、② 国際協力共済会会員ハンドブック、③ 新型コロナウイルス

ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）、④ 携行医薬品等（体温計、常備薬など。

パルスオキシメーターはタイでは中国製のみ購入可能）、⑤ 表敬訪問等で着用し得る

服装･革靴 

 

(２) 赴任時の携行荷物についての留意事項 

タイでは、多くの日常生活用品・化粧品等の女性用品・日本食・日本語書籍などが購入可

能です。日本製は少々高価ですが、郵送費や手数料をかけて日本から送付するより現地で

購入した方が結果的に安価な場合が多いため、荷物は少なくすることをお勧めします。 

なお、任地赴任に航空機（国内便）利用が必要な場合、航空券に付与される預け入れ荷物

は原則 20 ㎏（2022 年 9 月現在）です。これを超える預け入れ荷物費用は、支給された移

転料から自己負担となります。また、航空会社や便により、預け入れ荷物の重量制限が設

けられている場合があり、制限重量を超えた分の荷物は各自任地まで郵送いただきます。 

 

(３) 英文診断書の持参について 

慢性の持病がある場合には、本邦主治医の英文診断書（病名と治療薬の成分名(一般名)を

記入）を持参することをお勧めします。その他、使い慣れた常備薬があれば、必要に応じ

て持参してください。（「7. 医療事情について」参照）  

 

(４) 空港税関での留意点 

空港税関での注意事項として、段ボール箱での携行は内容検査や課税をされる可能性が高

いため避けてください。また、パソコンも課税される可能性が高いことから、手荷物の鞄

に収納して携行して下さい。医薬品・食料品・電化製品は赴任時携行荷物として持参する

ことをお勧めします（郵送すると課税対象になることがあります）。 

 

２． 別送荷物について                              

 

(１) 日本からの荷物の送付について 

荷物を別送する場合は国際郵便（郵便小包・EMS）での送付をお勧めします。送付には任

地に直接送付、JICA タイ事務所へ送付の２通りが考えられます（アナカンの場合は任地へ

の直接送付はできません）。それぞれ次の特徴があります。 

 

① 任地に直接送付する場合 

直接任地に送るため、バンコクから任地への再送付は必要ありません。引取り手続きは各

自で行います。隊員（長期）の任地着任はタイ着任の約 1 か月後です。隊員本人より先に

荷物が届き宛先不明となり返送された事例もあります。家族等に頼んで任地着任後に送る

ようにした方が良いでしょう。 

 

宛先は以下のとおりです。 
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② タイ事務所に送付する場合 

JICA タイ事務所へ配達された荷物は、事務所にて保管しておきます。税金・手数料等が

必要な場合は、隊員本人が郵便局に出向き引き取り手続きを行います。一定期間を過ぎる

と日額で保管料がかかりますのでご了承ください。 

任地までは各自の責任で郵送または携行してください。船便で郵送した場合は、任地移動

後に荷物が到着する可能性があります。その場合はバンコクに上京時に引取っていただく

ことになります。JICA タイ事務所に送付する場合の宛先は必ず次のとおり記入ください。 

 

 

 

 

   

◎宅配便での送付について 

宅配便は通関のためパスポートの提示が必須で、業者にパスポートを預ける必要がありま

す（最短でも 1～3 日、コピー不可）。公用旅券の紛失・破損を防ぐため、宅配便での送付

は避けてください。 

 

◎アナカンについて 

荷物に保険をかけたい場合や、高額な品物で確実に税金がかかりそうなものはアナカンを

使用して無税通関することをお勧めします。ただし、荷物の引取りに時間がかかり（1～

2 カ月程度）、任地への赴任時に間に合わないこともあります。また、高額の手数料（例：

ダンボール 3 個、約 60ｋｇ位で 8,000 バーツ程度）が必要です。 

 

アナカンの荷受人（コンサイニー：Consignee:受取人等) 記入方法  

※重要 （これ以外のことは記入しないでください） 

 

コンサイニ―(Consignee)欄 

 
 
 
 
 
 

ノティファイパーティー（Notify Party）欄 

 
 
 
 
 
 
 

 

氏名、JICA VOLUNTEER（氏名は必ず英語で記入）        

C/O JICA  THAILAND  OFFICE                
31st Floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey,  
BANGKOK 10110, THAILAND                

氏名（ローマ字）、JICA VOLUNTEER 

 任地の住所（部署名、機関名、住所の順に英語で記入） 

Thailand International Cooperation Agency 
Government Complex Building B (South Zone) 8th Floor 
Changwattana Road, Laksi, Bangkok, 10210, Thailand 
Tel: +66-2-203-500 

(1) Name of Volunteer (ボランティア自身の名前) 

(2) JICA Thailand Office 
31st Floor, Exchange Tower, 
388 Sukhumvit Road, Klongtoey, 10110, Bangkok, Thailand 
TEL: +66-2-261-5250 
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受取人が上記のように記入されていないと免税手続きができないので、必ず上記のように

記入して下さい。なお、“Air Way Bill”と“Invoice”を必ずアナカン業者から入手し、パ

ッキングリスト（箱毎に英文で）も忘れずに必ず持参してください。ない場合は引き取り

に時間がかかる他、免税にならない場合があります。また、アナカン業者のバンコクの連

絡先住所・電話番号（担当者名）をあらかじめ確認しておいてください。 

 

 (２) 通関情報 

 ※ タイ国税関の判断となるため必ず記載の通りとなるわけではありません。あくまで参

考情報としてお知らせします。  

 

  以下の点に留意することで、課税や引取り手数料もかからないケースがあります。 

• 送り先、送付元、内容物名などは全て英語で記入する 

• 内容物名には、「USED」と記入する（例：USED BOOKS） 

• 内容物の評価額（送付票への記入額）は一箱、3 万円を超えないようにする（但し、

タイ税関における評価額合計が 1500 バーツ（約 5000 円）を超えたために課税さ

れたケースあり。課税については、担当官の判断によるところもあるため一概には

言えません） 

• 薬品、電化製品は検査を受ければ確実に課税、衣類や食品も少量以外は課税 

• 検査時に必要となる場合があるため送付内容品のリスト（英文）をあらかじめ作

成して持参すること（荷物未着に備え送付状控えも持参） 

• 新型コロナウイルス感染症の流行状況等により、荷物の未着、遅延が起こる可能

性があるため留意すること 

  

３． 通信状況について                              

 

(１) パソコン、インターネットの普及状況 

ご自身のパソコンを携行されることをお勧めします（タイの入力電源は 220V です）。タイ

では主要メーカーの最新機種が購入可能ですが、日系メーカーのパソコンや日本語版のア

プリケーションソフトは日本に比べ割高です。アプリケーションソフトは英語版、タイ語

版も購入できます。インターネットについては、光回線、ADSL、ポケット型 wifi 等が日本

と同様に普及しています（地方においては選択肢が多少狭まることもあります）。プロバイ

ダの数は多くあり、加入手続きは簡単です。料金はプロバイダや契約形態によって異なり

ます。 

 

(２) 携帯電話について 

山間部のごく一部を除き、国内はほぼどこからでも携帯電話を利用することができます。

電話機と SIM カード（タイ国内で利用できる電話番号）は隊員自身で準備していただきま

す。主要な携帯電話会社は 3 社あり、特に指定はありません（AIS、DTAC、TRUE）。 

SIM カードの購入、個人登録にはパスポート（原本）が必要です。 

現地生活費や住居費等の支給のため、タイ入国後、現地銀行口座を速やかに（原則、タイ

入国の翌日）開設する必要がありますが、それにはタイ国内で利用できる電話番号の登録

が必須となります。そのため、SIM カードの準備および電話番号のタイ事務所関係者への

共有は、JICA タイ事務所の指示に従い原則タイ入国の当日に実施してください。 

電話機については、タイで購入することが可能です。また、日本で利用している SIM フリ

ーの携帯電話・スマートフォンの使用も可能です。ただし、SIM ロックのかかった携帯電



5 
 

話はタイでは使用できませんので、日本で利用している携帯電話を引き続き利用する場合

は、SIM ロックの解除など必要な手続きをあらかじめ日本で実施してくる必要があります。 

また、タイでは E メールに加えてコミュニケーションツールとして「LINE」が広く普及し

ています。 

 

４． 現金の持ち込み等について                          

 

(１) 現金持込にかかる注意 

円での持込が便利です。また、タイ国内には国際 ATM（「PLUS」や「Cirrus」等）と提携

した ATM が設置されており、対応するカードを持っていれば、日本の国内口座から現地通

貨（バーツ）で現金を引き出すことが可能です。サービスの利用手続きや利用手数料等は

銀行によって異なりますので、詳細は各銀行にお問い合わせください。トラベラーズチェ

ック（T/C）は近年ほとんど利用されていません。 

 

(２) 両替について 

現金は、円、ドル、ユーロなど銀行又は外貨両替所にて両替可能です。両替にはパスポー

ト（原本）の提示が必要となることが基本です（タイ着任時にビザ取得手続きのために事

務所がパスポートを約１か月お預かりします。この間は、両替が出来ません）。また、タイ

では主要クレジットカードも使用可能ですが、スキミング被害もありますので、慎重にご

利用ください（VISA、MASTER が一般的に普及しています）。 

 

(３) 赴任時の持参金額の参考（1 タイバーツ=3.7 円, 1 ドル=135 円換算） 

① 一般・シニア隊員長期 ※余裕をもった金額の目安 

  首都圏：約 600,000 円  

   地  方：約 350,000 円  

（内訳）住居入居までのホテル代上限額 10 泊分（74,000 円）＋家賃上限額 2 か月

分＋保証金 2 か月分（首都圏 420,000 円、地方 170,000 円）+生活必需品

購入費（100,000 円）を想定 

 

• 上記の持参金の参考額は、上限額を前提に算出していること、また必要となる生

活必需品は個人により異なることから、あくまで参考としてください（2021 年以

降着任の隊員の多くは、持参金は 200,000～300,000 円で十分余裕であったとの

ことです）。 

• 住居入居までのホテル代とは、任地赴任後すぐに住居に入居ができない場合に限

り最大 10 泊分のホテル代を申請に基づき支給する制度ですが、隊員による一時的

な立替払いが必要です。住居に即日入居可能な場合はホテルへの宿泊は不要とな

ります。 

• 隊員が民間住宅を賃借する場合、その家賃は首都／地方各々に定められた限度額

内でタイ国際協力局（TICA）が別途支給します。但し、入居時に保証金が家賃の

1-2 か月分必要になることがあり、この分については隊員の自己負担となりま

す。家賃の保証金は通常解約時に一部または全額返金されます。 

• タイのホテルに滞在する際の電気代について、宿泊費に含まれる規定の電気代以

上の使用量となった場合、追加請求される場合があります。規定はホテルにより
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異なります。追加請求された場合は自己負担となります。また、クリーニング等

追加料金の発生するサービスを注文した場合も自己負担となります。 

 

• 赴任当初の同一四半期分の住居費は、住居が決まり次第、住居費認定をおこな

い、承認手続き後、JICA タイ事務所から現地銀行口座に振り込みます。 

タイ国到着翌日に同一四半期分の現地生活費を小切手でお渡しします。同日中に

銀行口座開設手続きをおこない、小切手を口座に入金していただきます。即日、

キャッシュカードが発行され（キャッシュカード発行にともなう手数料は自己負

担）、ＡＴＭでの出金が翌日以降に可能になります。以降、四半期分の現地生活は

JICA 本部から、住居費は JICA タイ事務所から、現地銀行口座に前払いで振り込

まれます。 

 

② 短期隊員（派遣期間 6 か月を想定） ※余裕をもった金額の目安 

     首都圏 約 770,000 円  

地方    約 520,000 円 

（内訳）家賃上限額 2 か月分＋保証金 2 か月分（首都圏 420,000 円、地方 170,000

円）+生活必需品購入費（50,000 円）+生活費 6 か月分（50,000 円/月）

を想定 

 

• タイ国到着後、住居決定までの間、事務所指定のホテルに滞在となります。タイ

のホテルに滞在する際の電気代について、宿泊費に含まれる規定の電気代以上の

使用量となった場合、追加請求される場合があります。規定はホテルにより異な

ります。追加請求された場合は自己負担となります。また、クリーニング等追加

料金の発生するサービスを注文した場合も自己負担となります。 

• 持参金の参考額は、上限額を前提に算出していること、また必要となる生活必需

品は個人により異なることから、あくまで参考としてください。 

• 入居時に保証金が家賃の 1-2 か月分必要になることがあり、この分については隊

員の自己負担となります。家賃の保証金は通常解約時に一部または全額返金され

ます。 

• なお、生活費（日当）は、赴任前に最大 180 日分（各自の派遣期間による）が本

邦口座に振り込まれ、180 日以降は本人の希望により海外口座への送金が可能と

なります。赴任時に持参する生活費は各自の任期に合わせ調整してください。 

 

５． 治安状況について（JICA の安全対策については、隊員ハンドブックを参照）      

タイは比較的安全な国という印象がありますが、犯罪件数は多く、在タイ日本国大使館の

邦人保護取扱件数は世界一です。特に、盗難（スリ、置き引き、ひったくり）、睡眠薬強盗、

違法薬物、スキミング、交通事故等に注意が必要です。さらに近年は、日本人が殺人事件・

強盗致傷事件などの凶悪事案に巻き込まれる事例も報告されています。タイにおける凶悪

事件発生率は、日本と比べても非常に高い水準で推移していますので、十分注意してくだ

さい。 

 

(１) 反政府集会・デモ、テロ等について 
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近年バンコク都では、反政府集会・デモが頻繁におこなわれており、国内は言論、集会等

の自由が制約される状況下にある点を留意する必要があります。また、ISが東南アジア地

域のイスラム系組織と交流が活発であることをふまえ、ISによるテロなどの事案が発生す

る恐れがあり、この点にも留意が必要です。 

 

(２) 日本政府及び JICA の渡航制限について 

①  日本政府のタイ渡航情報（危険情報）※2022年 9 月 1日現在 

【レベル３】渡航は止めてください（渡航中止勧告） 

ナラーティワート県、ヤラー県、パッターニー県及びソンクラー県の

一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)  

【レベル２】不要不急の渡航は止めてください。 

      ソンクラー県(レベル３地域除く) 

【レベル１】十分注意してください。 

プレアビヒア寺院周辺地域（タイのシーサケート県とカンボジアのプレ

アビヒア県との国境地域）、首都バンコク  

 

②  JICAの安全対策措置について 

行動規範として、「新型コロナウイルス（COVID-19）流行下における在外での健康管理・

安全管理について（在外で生活する方へ Ver.4）」および「新型コロナウイルス流行化に

おける行動規範」を確認し、遵守することと定めています。 

タイ国内の一部地域は、一般渡航が禁止されています。最新の情報はタイ事務所に到着後、

事務所からの「安全対策ブリーフィング」の際にお伝えします。 

渡航・滞在中は、セルフディフェンスとして、メディアなどから最新情報を収集するとと

もに、集会やデモ等には近づかず、不測の事態に巻き込まれないように十分注意が必要で

す。現地での安全情報を入手するため、出発前にたびレジ、現地到着後は在留届の登録を

必ず行ってください（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html）。 

 

参考：主な情報ソース 

【日本政府】 

• 在タイ日本国大使館ウェブサイト http://www.th.emb-japan.go.jp/ 

• 外務省海外安全ホームページ   http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

 【日本語メディア】 

• バンコク週報        http://www.bangkokshuho.com/ 

• ニュースクリップ       http://www.newsclip.be/ 

 

 【英語メディア】 

• バンコクポスト紙     http://www.bangkokpost.com/ 

• ネーション紙   http://www.nationmultimedia.com/home/ 

• MCOT              https://tna.mcot.net/category/english-news 

 

６． 交通事情について                              

 

(１) タイの交通事情とバイクタクシー利用の禁止について 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
http://www.th.emb-japan.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.bangkokshuho.com/
http://www.newsclip.be/
http://www.bangkokpost.com/
http://www.nationmultimedia.com/home/
https://tna.mcot.net/category/english-news
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高速道路網の整備に加え、BTS（高架鉄道）や MRT（地下鉄）によって、バンコクの交通事

情は、以前と比べると大分緩和されたと言われていますが、通勤時や降雨時には依然とし

てひどい渋滞が発生しています。都市部では渋滞を背景にバイクタクシーの利用が増加し

ているため、二輪車が関係する事故が多くなっています。JICA関係者のバイクタクシーの

利用は禁止ですので、利用しないようにお願いします。 

JICA関係者が交通事故に巻き込まれるケースが都市部に限らず発生しています。自分が注

意していても、後ろからバイクやトゥクトゥク等に追突される事例が複数発生しており、

いずれも見通しが悪くなる夕刻に発生しているので、注意が必要です。特に他の途上国同

様、タイにおいても歩行者優先ではないため、信号がある場所であっても横断時には十分

注意が必要です。幅の広い道路を横切るときには、中央分離帯で一旦待って、安全を確認

してから渡ることを励行してください。 

 

(２) 夜間のバス移動、都市間移動（都県を跨る移動）の禁止について 

夜間移動は、強盗、性的被害、仮睡盗等の犯罪被害や事故の遭遇率が高いことから、夜行

バスの利用は禁止しています。夜行電車についてもお薦めできないため、移動は日中に行

うようにしてください。 

 

７． 医療事情について                              

 

(１) かかりやすい病気 

蚊が媒介する熱帯感染症は、タイ全土においてデング熱、チクングニヤ熱、ジカ熱が、カ

ンボジアやミャンマー国境など限られた地域においてマラリアが発生しています。その他、

タイで注意すべき感染症は、狂犬病、インフルエンザ（※一番大きなピークは雨季だが一

年を通して流行）の他、屋台食やカットフルーツ、レストランでの外食からも消化器感染

症にかかるリスクがあります。 

その他、性感染症については、感染ルートを正しく理解し慎重かつ節度のある行動が必要

です。また、乾季には PM2.5 などによる大気汚染が深刻になるため、呼吸器疾患対策が必

要です。 

タイ国内の新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」）の流行は続いており、感染リ

スクが高い状況です。 

 

(２) 医療事情 

バンコク都は周辺国からの医療搬送地となっており、特にインターナショナルを謳ってい

る私立病院の医療レベルは高水準です。一方、地方では私立病院でも医療レベルにばらつ

きがあり、通訳が常在せず英語が通じないといったことも多くあります。風邪や下痢など

の対応は問題ありませんが、長引く症状や重症度によっては、急性期治療はもちろん回復

期の医療も念頭に置き、どこで医療を受けるのかを判断する必要があります。持病があり、

赴任後も継続治療や通院が必要な場合は、本邦の主治医に英文診断書作成を依頼し持参し

てください。 

 

(３) 予防接種 

タイ国滞在者には、A/B型肝炎、狂犬病、日本脳炎、麻疹、風疹、水痘、破傷風、腸チフス

のワクチン接種が推奨されます。バンコクや地方の私立病院の一部ではこれらのワクチン

接種を受けることが可能です。腸チフスワクチン未接種の場合、着任後すぐにバンコクで

接種できます。ただし、タイの日本脳炎ワクチンは、日本と異なり生ワクチンですので、
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当地での 3回目接種は受けられません。 

タイは狂犬病流行国であり、赴任前に基礎免疫/必要時追加接種を完了しておくことを強く

推奨します。 

   

(４) 医薬品や衛生用品について 

持病の処方薬（赴任後 3 か月分程度）はもちろん、飲みなれている常備薬があれば、持参

されることをお勧めします。感冒薬、アレルギー性鼻炎薬、胃腸薬、整腸剤の類は薬局で

購入できますが、標記がタイ語記載のものや欧米からの輸入品などで用量が多く効果が強

すぎることがあります。 

体温計、パルスオキシメーターは必ずご用意ください。パルスオキシメーターは当地薬局

等でも 2～3,000円程度で入手できますが、中国製です。気になる方は、赴任前に準備し携

行ください。COVID-19に罹患し自宅療養する際はもちろん、受診するほどでもない軽微な

体調不良や、感染者との接触後のセルフモニタリングに使用し、自宅での重症化を予防し

ます。 

当地で発熱した場合、先述の熱帯感染症を最初に疑いますので、解熱鎮痛剤は出血傾向を

助長しないアセトアミノフェンを服用します。コンビニエンスストアでも購入可能ですが、

特に赴任直後に体調を崩しやすいため、日本から携行することをお勧めします。 

その他、虫よけスプレー、包帯、ガーゼ、救急絆創膏、コンタクトレンズ用洗浄液(ハード

用は入手不可、ソフトのみ)、不織布マスクやハンドジェルなどは現地調達で十分です。生

理用品も、日本製のものがコンビニエンスストアなどで購入できます。 

 

８． 蚊帳について                                

タイ国内で購入可能です。必要に応じ各自で購入することになります。 

 

９． 任国での運転について                                

タイでは現在、活動上運転が必要となる配属先はないため、二輪・四輪ともに購入・使用

は全面的に禁止となります。（JICA 海外協力隊ハンドブック長期派遣 P.62・JICA 海外協力

隊ハンドブック P.52 参照） 

 

１０．その他                                    

 

(１) 王室について 

タイでは国王、王室への尊敬の念が深く、国王、王室を侮辱した場合、不敬罪が適用され、

さらに社会的にも厳しい批判を受けることになりますので、十分注意してください。 

 

(２) 仏教関係について 

タイは仏教国であり、法律には宗教に関する規定が多く、寺院や仏像などを破損させたり、

仏教儀式を侮辱、妨害したりする行為は厳しく罰せられます。 

 

(３) 服装に関して 

基本的に、年間を通じて日中は 30度を越える気温となります。室内では冷房が効き過ぎる

場合があるため、薄手のジャケット・カーディガン等上着を持参した方が良いでしょう。

乾期（11月から 2月）には朝晩は冷え込むことがあります。特に北部や東北部の山岳地帯

では零度近くまで下がることもあるため、必要に応じて厚手の防寒着を用意してください。 

タイ国では、日本以上に公私の区別など服装に対する十分な配慮が必要です。配属先での

活動時や語学訓練時には、社会人としてきちんとした服装を心がけてください。 
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１１． バンコク（スワンナプーム空港）到着時の注意事項                              

2022年 7 月 1日より、タイ入国時の隔離措置等は不要となりました。新型コロナウイルス

関連でタイ入国時に必要な書類は、新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）

です。変更時には適宜、最新情報をお伝えします。 

 

(１) 入国審査について 

Official/Diplomatic PASSPORT 用ブースの利用が便利です。（一般ブースの利用も可能で

すが、長蛇の列である場合が多く、時間がかかります）。 

※ 2022年 9月 1日現在、Official/Diplomatic PASSPORT用ブースは設置されていません。 

 

 
 

(２) 入国スタンプにかかる注意事項 

入国スタンプの VISA CLASS が「NON90」（滞在許可期間 90 日）であることを必ず確認

してください。間違えている場合には、必ず、その場で係官に申し出て修正してもらって

ください。間違えたまま入国した場合には、オリエンテーション期間中に修正手続きをす

ることになりますが、その間、隊員自身にとっても、両替ができない、VISA 延長手続きが

できない等、不都合が生じますので十分にご注意ください(以下の例参照)。 

入国後、改めて、派遣期間に合わせた長期滞在ビザの取得手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

上衣：衿のあるシャツ・ブラウス。（Ｔシャツは不可） 

下衣：男性・・きちんと折り目のついた長ズボン。（ジーンズ・ジャージ等は不可） 

   女性・・スカートが一般的。（ズボンは公式な場面では好まれない） 

靴 ：原則として革靴。（サンダルやスニーカーは不可） 
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 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 入国後の事務所スタッフとの待ち合わせ場所 

到着に合わせ、事務所スタッフが「Meeting Point」（下図参照）付近で出迎えます。 

入国審査、荷物受け取り、税関の順に進み、Exit B（もしくは Exit C）を出て、ターミナ

ルビル内を右手にまっすぐ「Meeting Point」まで進んでください（目印に「JICA」のプレ

ートをもって出迎えます）。なお、交通状況により、宿泊先まで 1時間以上要する場合があ

ります。空港内でお手洗い等は済ませたうえで「Meeting Point」に集合ください。 

 

スワンナプーム空港略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

タイ入国ビザ（例） 
ビザクラス 「NON90」 
タイ入国日 「31 AUG 2009」 
有効期限  「28 NOV 2009」 
＊90日間の有効期限であるこ

と 

パスポートの入国ビザが90日間有効であることを確認

してください。 

（30 日間有効のスタンプを押印された場合にはその場

で変更を依頼してください） 

Meeting point 


