
Thailand pass（タイランドパス）申請方法 
11 月 1 日から運用が開始されたタイの新しい入国管理システム Thailand pass（タイランドパス）。入国 7 日前までに申請

を行い、承認を得た後に送られる QR コードを入国時に提示することが必須となっています。非常に簡単な手順で手続きが可能

ですが、英語またはタイ語のみに対応したサイトからの申請となっておりますので、こちらの申請方法をご参考いただけますと幸いで

す。 

 

★申請時に準備するもの★ 

現在タイで適用されている 3 つの隔離措置のどれを利用されるかによって異なります。 

隔離免除（Test and Go） サンドボックス制度 通常隔離（Alternative Quarantine） 

✓ パスポート 

✓ タイビザ（必要な場合） 

✓ ワクチン接種証明書 

✓ SHA Extra Plus または AQ の 

予約書(1 泊分と 1 回分の RT- 

PCR 検査費用を支払い済である 

こと） 

✓ 最低 5 万米ドルをカバーする医

療保険加入証明書 

✓ パスポート 

✓ タイビザ（必要な場合） 

✓ ワクチン接種証明書 

✓ SHA Extra+または AQ の予約 

書(7 泊分と 1 回分の RT-PCR 検 

査費用を支払い済かつ抗原検査キ 

ットを手配済みであること） 

✓ 最低 5 万米ドルをカバーする医療 

保険加入証明書 

✓ パスポート 

✓ タイビザ（必要な場合） 

✓ AQ の予約書 

 （10 泊分全額または 15000THB / 

500USD のデポジットを支払済みであ 

ること、2 回分の RT-PCR 検査費用を 

含んでいること） 

✓ 最低 5 万米ドルをカバーする医療保険 

加入証明書 

※パスポート、ワクチン接種証明書、医療保険加入証明書についてはデータのアップロードが必須です。 

 

★申請の手順★ 

１．申請専用サイト（https://tp.consular.go.th/）にアクセスします。 

  ※入力内容を途中保存する機能はございませんので、20 分程度の時間を確保できる際にご申請ください。 

 

２．最初に「タイ国籍保持者」または「NON-Thai（タイ国籍以外）」のいずれかを選択します。 

 

☞クリック後、言語選択のポップが出ますので、「English language（英語）」を選択します。 

 ※今後他の言語が加えられる可能性もございますが、現状は英語での申請でご対応をお願い致します。 

日本国籍の場合は 

こちらをクリックしてください。 

https://tp.consular.go.th/


４．言語選択後、次のような画面が表示されます。 

 

どの制度を利用して入国する予定かを選択してください。 

             ワクチン接種が完了しているか、またタイ政府が指定する免除対象国に含まれているかにより 

             異なりますので、条件をよくご確認の上、該当の制度をご選択ください。 

 

※隔離免除該当国は申請ページの「see list of eligible countries / territories」をクリックしていただくと確認できます。 

※サンドボックス制度対象都市は申請ページの「see list of Sandbox areas」をクリックしていただくと確認できます。 

※タイが認可しているワクチンはこちらです。 

★こちらの手順書では「隔離免除（Test and Go）を選択した場合の手順をご説明します★ 

https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/2021/2021.10.29%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%2064/JPsite/Attachment1_Accredited-vaccines-list_JP.pdf


５．該当する制度を選択いただいた後、タイ入国に際しての同意事項が表示されます。 

 

 ＜誓約事項 内容概略＞ 

・タイ到着の空港で所定の入国審査、検温等に応じること。 

・到着空港から事前予約された施設まで直行すること（別の場所に寄らないこと）。 

・タイ到着後の RT-PCR 検査費用は自己負担すること。 

・利用する入国制度の規定に従うこと。 

・誓約違反をした場合はタイの法律に基づく罰則に従うこと。 

 

 

                              ・ 

                              ・ 

                              ・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誓約事項を了承される場合はチェックボックスに ✓ を入れていただき、「Confirm」をクリックしてください。 

 （了承できない場合は Thailand pass を申請いただけません） 

 

 

 

☞在京タイ大使館は 11 月 1 日以降の入国の手順を公開しています。詳細はこちらからご確認ください。 

 

 

 

https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/10573/


６．申請者情報を入力してください。 

 

 

それぞれの項目を入力後、「Register（登録）」をクリックしてください。 

 

☞クリック後に「Compliance with disease prevention measures of the Government of Thailand」という 

ポップが表示されます。タイ政府が情報を少なくとも 60 日間保管すること、及びタイランドパスの登録について同意する 

ことを確認するものなので、「Confirm（確認）」をクリックいただき、次に進んでください。 

 

 

 

 

 

入国目的 

旅行 業務 教育 

治療 
タイに帰国 

その他 

リストから出発される国（日本の場合は「Japan」）を選択してください。 

到着空港を選択してください。 

出発国/地域 

はじめに訪問するタイの空港（都市） 

搭乗便名 ※半角数字で入力してください。 

タイ到着日 

タイを出国する予定日 



７．次に個人情報の入力に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報 

性別 Mr. （成人男性） 

Mrs. (既婚女性) 

Ms. （成人女性） 

Master.（男の子） 

Miss. （女の子） ミドルネーム（英語） 

名前（英語） 

苗字（英語） 

国籍 

（リストから選択してください）

籍 

生年月日 

メールアドレス メールアドレス（確認用） 

こちらに記入いただくアドレス宛に

QRコードが届きます。 
Hotmailや Outlookメールの登録は避けてく

ださい。Thailand passからのメールが遅くな

ることがあります。 

職業 

パスポートの種類 パスポートの番号 

パスポート顔写真ページの添付 

.jpgまたは.pngファイルを添付してください。 

＜パスポートの種類＞はこちらから 

・Ordinary Passport 

 一般パスポート 

・Official Passport 

 公用パスポート 

・Diplomatic Passport 

 外交パスポート 

・UN Laissez-Passer 

 国際連合旅券 

・Emergency Urgent Document 

 緊急書面 

・Emergency Passport 

 緊急パスポート 

・Other その他 

扶養している子ども（12歳未満）の情報 

※同行する場合「Add more」から情報を追加。 



８．次に新型コロナウイルスワクチン接種に関する詳細情報の入力に移ります。 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの情報（検疫措置の適用） 

タイへの旅行、及び入国する方は、入国の１４日前までにタイ、または WHO が承認したワクチン

を接種していなければなりません。 

1年以内に新型コロナウイルスから回復した （※該当の方のみチェックしてください） 

☞チェックした場合は治療開始日、治療終了日の記入、及び医療機関発行の治癒証明書の添付が必須です。 

1回目のワクチン 

2回目のワクチンについても同様に記入してください。 

1回目のワクチン名 

（選択してください） 

新型コロナウイルスワクチン接種日 

1 回目と 2 回目両方の接種証明書（J&J の場合は 1 回目のみ）をアップロードしてく

ださい。ワクチン接種証明書には指名、生年月日、国籍、パスポート番号などを個人情

報とワクチンの詳細が含まれてなければなりません。 

※QRコードを添付いただくと、ワクチン情報の確認が容易になる為、承認が早くなり

ます。1 回目と 2 回目のワクチン接種証明書の両方の QR コードをアップロードして

ください（個別に発行されている場合）。 

 

ワクチンのQRコード（ある場合） 



９．次に予約済みの AQ または SHA+情報の入力に移ります。 

 

 

☞在京タイ大使館が公開している SHA Extra＋のリストはこちらです。 

☞AQ は IACE トラベルでもご案内させていただいております。ご希望の方は弊社までお問合せください。 

施設予約情報 

どの施設を予約していますか？ 

SHA Extra+ 代替検疫施設（いわゆる AQ） 組織検疫施設 

代替病院検疫施設 
その他 

ほとんどの方が SHA Extra＋または AQに該当します。 

予約 ID 

施設名称（上記州を選択いただくと、登録ホテルがリスト表示

されますので、リストの中からご選択ください。 

住所（英語で記入） 

州（リストから選択） 

滞在期間 

滞在開始日 滞在終了日 

滞在施設予約の書面（予約確認書をアップロード） ファイルは 1部しかアップロードでき

ません。予約確認書が複数枚に分かれ

ている場合は、主要なページのみアッ

プロードしてください。 

https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/2021/2021.10.29%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%2064/JPsite/SHAContractAQAHQ.pdf


10. 同ページの下にタイ国外の住所を入力し、緊急連絡先を入力します。 

 

11.医療保険の情報を入力します。 

 

タイ国外の滞在先住所 

海外の（タイ国外の）住所 

海外の（タイ国外の）連絡先 日本の番号は国番号 81の後にはじめ

の”０“を除いた番号を入力してください。 

緊急連絡先 

名前 

連絡先 

医療保険 

保険番号 

最低 5万米ドルをカバーしていますか？ 

保険期間はタイ滞在期間すべてを補償するものですか？ 

保険適用日 

医療保険加入証明書をアップロードしてください。 



12. 最後にタイ入国の 14 日前までに滞在していた国を入力します。 

 

入力が終わったら「Submit（提出）」をクリックして終了です。 

「Submit」をクリックすると、アクセスコードが表示されます。 

こちらのコードは申請状況の確認の際に必要となりますので、控えられておきますよう、お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

=========================================================== 

承認がおりた後に「申請状況」を確認すると、以下のような画面になります。 

        

 

 

 

 

訪問前 14日以内に滞在していた国 

（国名を入力してください（英語） 

複数の国の場合は追加し、入力してください。 

申請状況の確認はトップページのこちらから可能です。 

アクセスコード、パスポート番号、E メールの 3 つの情報が必須です。 

黒塗りしている箇所に申請者の名前が表示されています

ので、そちらをクリックすると、タイランドパス（QR コード）が

表示されます。 

こちらをタイ入国の際に検疫で提示する必要がありますの

で、こちらを印刷いただき、当日お持ちいただくよう、お客様

にご案内してください。 



＜タイランドパス 見本＞ 

 

=========================================================== 

＜申請におけるよくある質問：Thai Embassy.com より抜粋＞ 

Q1. 2 枚以上のファイルをアップロードすることができません。 

A.  1 つのアップロード枠に対してアップロード可能なファイルは 1 つまでです。複数ページのアップロードは不可となります。 

   特にホテル予約確認書が複数枚に及んでいることが多く散見避けますが、その場合はお客様の氏名、滞在期間、 

   予約番号等の主要情報が記載されたページのみをアップロードしてください。 1 枚に集約する編集はお勧めしません。 

 



Q2. 書類をアップロードするとエラーになります。 

A.  ファイルサイズは 5MB までです。ファイルのサイズが大きすぎないかご確認ください。 

    またドキュメント形式（.docx）や PDF 形式でのアップロードはできません。 

Jpeg または png ファイルでの対応をお願い致します。 

 

Q3. QR コードが添付されたメールが届きません。 

A.  申請から承認までには一定時間がかかります。渡航の 7 日前までに申請いただくようお願いします。 

    また、メールが Hotmail（@ hotmail.com）または Yahoo メール（@ yahoo.com）の場合は送信が遅延すること 

が可能性多いため、ご利用いただくことはお勧めしません。 

 

Q4. Thailand pass（タイランドパス）を取得した後に入国日が変更になった場合どうしますか？ 

A.  渡航日が変更になった場合、最新性が必須です。再度申請いただくようお願い致します。 

 

Q5. タイにトランジットで入国する予定ですが、トランジットの国が隔離免除対象国ではありません。どうなりますか？ 

A.  12 時間以内のトランジット、且つ入国審査通過前のエリアにとどまる場合、トランジットの国が隔離免除対象国でなくても、 

    出発国がリストに含まれていれば隔離免除対象となります。 

 

Q6. 隔離免除となるためにはリストの国に何日間滞在している必要がありますか？ 

A.  最低でも 21 日間の滞在が必須です。但し、リストに含まれている国であれば、滞在期間の合計で 21 日になれば免除対 

象となります。 


