
 

 

申請受付病

院等 

申請方法 受取場所 受取時に必要な書類

等 

ブースタ接種（追加接種）

情報の追記方法 

問合せ電話番号・営業時

間 

１．メドパ

ーク病院 

・以下の予約リンクによる事前のオンライ

ン申請が必要。モー・プロム（Mor Prom）

アプリを通じての申請は行っていない。 

（予約リンク（タイ語・英語のみ））：  

http://ossiudc.ddc.moph.go.th/Appointm

ent?id=VU53Yk9OU3h3OU9EcGJ1WFY1MmMyQT0
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・申請日から少なくとも１週間以上先の受

け取り希望日を選択し、氏名及びパスポー

ト番号、携帯電話番号を入力することによ

り予約が確定します。 

・オンライン上での一日の受付予約人数

は、１５０人のみ。メドパーク病院でワク

チン接種をしていなくても、予約・受け取

りは可能です。 

・ウォークインでの申請も可能。その場合

は、毎日１１.００－１２.００時（２０人

限定）と１４．００－１５．００時（２０

人限定）の間に申請できます。（ただし、申

請当日の受け取りは不可。受取日は、申請

時に確認してください。）   

同じ（メドパーク病院Ｇ

階）（正面玄関入って右手

エレベーターそば）） 

（地図） 

https://www.google.com/

maps/place/%E3%83%A1%E3

%83%89%E3%83%91%E3%83%B

C%E3%82%AF%E7%97%85%E9%

99%A2/@13.7217821,100.5

540729,17z/data=!3m1!4b

1!4m5!3m4!1s0x30e29f12a

aa363f1:0xcefcbb1eecaef

925!8m2!3d13.7217821!4d

100.5562616 

 

・パスポート（残存有

効期間が６ヶ月以上

のもの。原本及びコピ

ー） 

・接種病院発行のワク

チ ン 接 種 記 録 書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本及

びコピー）  

・申請料：５０バーツ

/ １冊 

・航空券は不要 

・申請時と同様に予約リ

ンクより申請日付と時間

を予約し、予約した日時

にお持ちのワクチンパス

ポートを同病院に持参し

て、３回目接種記録の追

記を申請してください。

・申請日当日の受け取り

は出来ません。受け取り

可能日は、申請時にお知

らせされますので、その

日時に再度メドパーク病

院に赴き受け取りをお願

いします。（申請日から受

取日まで約３－５日間程

度はかかるとのことで

す。）  

・必要な書類及び申請手

数料は、当初申請時と同

じですが、必ずお持ちの

ワクチンパスポートを持

参してください。 

 

・問合せ電話番号： 083-

990-6951 

・営業時間：平日のみ毎

日9:00-15:00（土日祝日

は受け取り不可）。発行

までに３０分程度かか

るため、受け取り予約時

間の３０分前には病院

に到着してほしいとの

ことです。    



２．ノンタ

ブ リ ー 県 

観光・旅行

医学クリニ

ック・バム

ラットナラ

デゥーン研

究所 

・モー・プロム（Mor Prom）アプリを通じ

ての事前申請、受取予約が必要。 

・「モー・プロム（Mor Prom）」アプリによ

る申請及び受取日時予約方法は、別添の図

解をご参照ください。（別添）  

・ 

同じ（ノンタブリー県 観

光・旅行医学クリニック・

バムラットナラデゥーン

研究所）  

（地図） 

https://www.google.com/

maps/place/Bamrasnaradu

ra+Infectious+Diseases+

Institute/@13.8537638,1

00.5205618,17z/data=!4m

5!3m4!1s0x30e29b5c47bc6

0bb:0x139c3c15ed801968!

8m2!3d13.8537638!4d100.

5227505 

 

・パスポート（残存有

効期間６ヶ月以上の

もの。原本及びコピ

ー） 

・接種病院発行のワク

チ ン 接 種 記 録 書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本及

びコピー） 

・申請料：５０バーツ

/ １冊 

・航空券は不要 

・申請時と同様に Mor 

Prom（モー・プロム）アプ

リで申請日付と時間を予

約し、予約した日時にお

持ちのワクチンパスポー

トを同申請所に持参し

て、３回目接種記録の追

記を申請してください。

申請当日にアップデート

された冊子を受け取れま

す。  

・必要な書類及び申請手

数料は、当初申請時と同

じですが、必ずお持ちの

ワクチンパスポートを持

参してください。  

   

・問合せ電話番号：02-

590-3430、02-590-3605 

・営業時間：月～金

9:00-15:30（土日・祝日

は休館） 

３．バンコ

ク都 観光・

旅行医学ク

リニック・

都市部疾病

予防管理研

究所 

 

・以下の予約リンクによる事前の申請が必

要。モー・プロム（Mor Prom）アプリを通

じての申請は不可。 

（予約リンク（タイ語のみ））： 

http://ossiudc.ddc.moph.go.th/Appointm

ent?id=MFhFY1BiYlg2LzhIckxOZGo3ZzhrUT0
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・受取希望日を選択し、氏名及びパスポー

ト番号、携帯電話番号を入力することによ

り予約が確定します。一日の受付予約人数

は、４００人のみ。 

同じ（バンコク都 観光・

旅行医学クリニック・都

市部疾病予防管理研究

所）  

（地図） 

https://www.google.com/

maps/place/Urban+Instit

ute+for+Disease+Prevent

ion+and+Control/@13.872

5574,100.5934476,17z/da

ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0

・パスポート（残存

有効期間が６ヶ月以

上のもの。原本及び

コピー） 

・接種病院発行のワ

クチン接種記録書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本

及びコピー） 

・事前の予約無しで、直

接同研究所を訪問し、申

請可能です。 

・お持ちのワクチンパス

ポートを同申請所に持参

して、追加接種記録の追

記を申請してください。

申請当日にアップデート

された冊子を受け取れま

す。  

・問合せ電話番号：02 

521 0943 

・営業時間：平日8:00-

15:00（土日祝日は休

館） 



x30e282caf62f03c9:0xa21

99f8ac2f08628!8m2!3d13.

8725574!4d100.5956363 

 

・申請料：５０バー

ツ / １冊 

・航空券は不要 

・必要な書類及び申請手

数料は、当初申請時と同

じですが、必ずお持ちの

ワクチンパスポートを持

参してください。  

・営業時間：平日8：00

－11：00／13：00-15:00

（土日祝日は休館） 

 

４．マヒド

ン大学熱帯

医学病院・

Thai 

Travel クリ

ニック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下の予約リンクによる事前の申請が必

要。モー・プロム（Mor Prom）アプリを通

じての申請は不可。   

(患者番号をお持ちでない場合の事前登録)

https://www.tropmedhospital.com/hospit

al-registration-th  タイ語のみ）  

（患者番号をお持ちの場合）（タイ語・英

語のみ）：

https://form.jotform.com/2201013925370

42 

 

同じ（マヒドン大学熱帯

医学病院・Thai Travelク

リニック（BTSビクトリー

モニュメント駅から徒歩

７００メートルほど。）） 

（地図） 

https://www.google.co.j

p/maps/place/Thai+Trave

l+Clinic/@13.7657143,10

0.5311009,17z/data=!3m1

!4b1!4m5!3m4!1s0x30e29e

b237dc27d7:0xe2ca43a06d

d3cdc4!8m2!3d13.7657683

!4d100.533161 

 

 

・パスポート（残存

有効期間６ヶ月以上

のもの。原本及びコ

ピー） 

・接種病院発行のワ

クチン接種記録書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本

及びコピー）（Mor 

Promの接種記録を提

示することでも可） 

・申請料：５０バー

ツ / １冊 

・航空券は不要 

・申請時と同様に予約リ

ンクより申請日付と時間

を予約し、予約した日時

にお持ちのワクチンパス

ポートを同病院に持参し

て、追加接種記録の追記

を申請してください。申

請当日にアップデートさ

れた冊子を受け取れま

す。  

・必要な書類及び申請手

数料は、当初申請時と同

じですが、ワクチン接種

証明書は、Mor Promア

プリのものを提示するこ

とでも良いとのことで

す。  

・問合せ電話番号：02-

306 9145 

・営業時間：月～金 

10:00-15:00（土・日・

祝日除く） 

・メール：

info@thaitravelclinic

.com  



・また、必ずお持ちのワ

クチンパスポートを持参

してください。 

 

５.トンブ

リー病院 

・以下の予約リンクによる事前のオンライ

ン申請。モー・プロム（Mor Prom）アプリ

を通じての申請は行っていない。 

（予約リンク（タイ語・英語のみ））： 

TH - Vaccine Passport 

(thonburihospital.com) 

・ウォークインで申請することもできま

す。 

・冊子受領は、後日、病院で受け取るか、

EMSで郵送も可能。（発行する時間は１週

間程） 

・一日の受付予約人数は、５０人のみ。 

トンブリー病院の接種場

のところ 

（地図） 

https://goo.gl/maps/iHJ

MPDs1rw3Ce83W8  

・パスポート（残存

有効期間６ヶ月以上

のもの。原本及びコ

ピー） 

・接種病院発行のワ

クチン接種記録書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本

及びコピー）（Mor 

Promの接種記録を提

示することでも可） 

・航空券は不要 

・申請料：５０バー

ツ / １冊 

・EMSで発送希望には

追加で４０バーツの

発送料がかかりま

す。 

・EMSで発送する場合

は住所を記入するの

に必ず、タイ語で記

入が必要。 

 

・ここはブースター接種

（追加接種）の登録は受

け取っていない。 

・問合せ電話番号：

1645 内線：7775 又

は、ラインで問い合わ

せる：

@thonburihospital 

・営業時間：月～金

9.00－16.00時（土日祝

日は受け取り不可）。  



６.クラー

ング病院 

・以下の予約リンクによる事前のオンライ

ン申請。モー・プロム（Mor Prom）アプリ

を通じての申請は行っていない。 

（予約リンク（タイ語・英語のみ））：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLScbrGZ5te4APIOLl6NpVYypF3QPgA-

XJ7B5xDWWXZCkNDbeDQ/viewform  

・１日、２０人のみ。一日の予約枠が一杯

になった場合は、予約が出来なくなります。

毎日１７時から翌日の予約受付が再開され

ます。 

 

Bangkok Fast&Clear (BFC)

センター、１００周年記念

館ビル、クラーング病院で

受け取る 

（地図） 

https://goo.gl/maps/yg4

ReE5gi4pD7hHCA   

・パスポート（残存

有効期間６ヶ月以上

のもの。原本及びコ

ピー） 

・接種病院発行のワ

クチン接種記録書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本

及びコピー）（Mor 

Promの接種記録を提

示することでも可） 

・航空券は不要 

・申請料：５０バー

ツ / １冊 

 

・事前の予約無しで、お

持ちのワクチンパスポー

トを同申請所に持参し

て、追加接種記録の追記

を申請してください。 

・申請日当日の受け取り

は出来ません。受け取り

可能日は、申請時にお知

らせされます。 

・問合せ電話番号：02-

220-8000／02-225-1354 

・営業時間：平日のみ

毎日9:00-15:00（土日

祝日は受け取り不可）。  

７．ノンタ

ブ リ ー 県 

伝染病管理

局・伝染病

部門   

7 月 1 日よ

り受付・交

付一時停止 

・７月１日より受付・交付を一時停止。再

開の予定は未定。 

 

・モー・プロム（Mor Prom）アプリを通じ

ての事前申請、受取予約が必要。 

・「モー・プロム（Mor Prom）」アプリによ

る申請及び受取日時予約方法は、別添の図

解をご参照ください。 

バーンラク・ビル 

（BTS スカイトレイン・セ

ン ト ル イ ス 駅 (Saint 

Louis Station) の隣(４

番出口)） 

（地図） 

https://goo.gl/maps/hKM

jVLdENxGarSkf6 

 

 

・パスポート（残存有

効期間が６ヶ月以上

のもの。原本及びコピ

ー） 

・接種病院発行のワク

チ ン 接 種 記 録 書

（National COVID-19 

Vaccine 

Certificate)（原本及

びコピー） 

・申請料：５０バーツ

/１冊 

・申請時と同様に Mor 

Prom（モー・プロム）アプ

リで申請日付と時間を予

約し、予約した日時にお

持ちのワクチンパスポー

トを同申請所に持参し

て、３回目接種記録の追

記を申請してください。

申請当日にアップデート

された冊子を受け取れま

す。  

・必要書類及び申請手数

・問合せ電話番号：096-

190-9879、096-190-9290

コールセンター：1422 

・営業時間：月～土：

9:00-15:30（祝日を除

く） 



・航空券は不要 料は、当初申請時と同じ

です。 

・必ずお持ちのワクチン

パスポートを持参してく

ださい。 

 

８．チェン

マイ県 

チェンマイ県におけるワクチンパスポートの申請方法については、下記の在チェンマイ日本国総領事館のホームページをご参照ください。 

https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/info-covidvaccine.html#vacpass 

 

 

（注）スワンナプーム国際空港・国際伝染病管理チェックポイントは、引き続き申請受付を一時停止中（再開の目処は現時点は不明とのことです）。   

 


