
タイ在住の日本人を対象とした新型コロナ・ワクチン接種機会の提供
（各協力病院の登録方法、連絡窓口等に関する情報）

２０２１年８月１１日現在

メドパーク病院
MedPark Hospital

【登録リンク】
当病院においては、登録と同時に接種希望日
時を選択し、接種日時を確定することができま
す。接種を希望される方は、以下の日本語登録
リンクよりご登録をお願いいたします。
https://medpark.hospital/Covid19VaccineJapa
nese

【連絡窓口】
Covid Vaccine Center（受付時間: 8:00 - 20:00）
(電話番号)
02-0903170, 02-0903172, 02-0903173
(ホームページ)
https://www.medparkhospital.com/en
上記の時間外のお問い合わせについては以下
の連絡先までご連絡ください。
(電話番号)02-0233333
(メールアドレス)
inquiry@medparkhospital.com
(所在地)
3333 Rama IV Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

【登録開始時期】7月29日
【接種時期】8月2日（月）から8月20日（金）まで
の毎日8:00から19:00

セリラック病院
Seriruk Hospital

【登録方法】
当院では、50歳以上、タイ政府が指定する7つ
の基礎疾患を有する方、12週以上の妊婦の方
に対して、日本国籍のパスポートをご持参頂け
れば、8月2日から事前予約不要のウォークイン
接種を提供いたします。
（ご案内ページ）
https://www.synphaet.co.th/seriruk/%E3%82%B
F%E3%82%A4%E5%9C%A8%E4%BD%8F%E3%81
%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3
%82%92%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8
%E3%81%97%E3%81%9F%E6%96%B0%E5%9E%
8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%
83%BB%E3%83%AF%E3%82%AF/

【連絡窓口】（9:00-1700）
Ms. Nintinee Tayanukulwat (Miyau)
Phone:0957538354
(ホームページ)
https://www.synphaet.co.th/seriruk/en/
(所在地)
44 Seri Thai Rd, Min Buri, Bangkok 10510

【接種開始日】8月2日
【接種時間】8:30-16:00
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サミティヴェート病院スクムビット
Samitivej Hospital Sukhumvit

【登録リンク】
7月15日からタイ政府プログラムにて日本人へ
のアストラゼネカ優先接種を開始し、約700人に
接種済み。平日毎日日本人へのアストラゼネカ
集団接種を実施中。アストラゼネカの接種登録
は「タイでワクチン未接種の方のみ」受け付け
ています。登録した方へは年齢と疾患を優先し
ながら、EmailおよびSMSで順次、接種日のご連
絡を差し上げます。
▼ワクチン登録はこちらからお願いします。
https://bit.ly/3xoULOQ
▼すでに当院のアストラゼネカ登録を済ませた
方の登録は不要です。
▼当院に通院中の妊婦さんには別途こちらか
らご連絡を差し上げていますので本ワクチン登
録は不要です。

【連絡窓口】
▼ワクチンについてご質問のある方は、サミ
ティヴェート病院スクムビット日本人医療セン
タービル２階、日本人健康診断センター内「ワク
チンお問い合わせ窓口（日本語専用）」まで（毎
日・13時～16時）お越し下さい。
▼ワクチンについての電話・メールでのお問い
合せは、病院の緊急体制に支障を来すためく
れぐれもご遠慮くださいますよう、伏してお願い
申し上げます。

（ホームページ）
▼日本語の新型コロナ関連情報収集は当院の
公式LINE（日本語）が便利です。
LINE ID @samitivej_suk
https://lin.ee/xx6Bwga
新型コロナ関連、病床状況、ワクチン、国際線
搭乗のためのPCR検査、セミナーなどのお知ら
せを日本語で発信しています。
▼シラチャーにお住いの方へ：
サミティヴェート病院シラチャーの公式LINE（日
本語）でも新型コロナやワクチンの動向をお知
らせしています。7月25日にワクチン接種登録を
再開しました。LINE ID @163kqnuc
▼サミティヴェートの日本語ホームページはこ
ちらwww.samitivejhospitals.com/jp/

(所在地）
133 Sukhumvit 49, Klongtan Nua, Vadhana,
Bangkok 10110

バムルンラード・インターナショナル病院
Bumrungrad International Hospital

【登録リンク】
https://forms.office.com/pages/responsepage.
aspx?id=0nja0H2agUCNAAFNH61ku2yf9WxvB7
BHqj77ekXwnvRUOUlFNUhJTFlHSkpCTlNBRk
dENUJDMEFLOC4u

【連絡窓口】
日本語サービス課
(メール）infojapan@bumrungrad.com
(電話)02-011-3388
(ホームページ)
https://www.bumrungrad.com/jp
（所在地）
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Vadhana ,
Bangkok 10110, Thailand.

【登録開始時期】
2021年7月29日
【登録方法】登録リンク
【接種時期】
2021年8月2日より8月29日を予定（第一回目）

バンコク病院
Bangkok Hospital

【登録リンク】
https://form.jotform.com/212073921855456
【連絡窓口】
jpn@bangkokhospital.com
【ホームページ】
https://www.bangkokhospital.com/en
登録開始時期：2021年7月29日-8月4日午後5
時
登録方法：上記の予約リンクからのみ
接種時期：2021年8月5日-8月15日
（毎日12:00・13:00・14:00・15:00に接種）
注意事項:
1: 病院はワクチン接種以外の責任は一切負わない
2: 電話、当日のウォークインは一切受け付けない
3: ワクチンの配送遅延などで予約日に接種ができ
ない場合、病院は一切の責任を負わない

（所在地）
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Road, Huaykwang,
Bangkok, 10310, Thailand.
【接種時期】
8月2日から8月15日
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サミティヴェート病院シラチャー
Samitivej Sriracha Hospital

【登録リンク】
https://www.samitivejhospitals.com/jp/%E3%80
%90%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%A
3%E3%83%BC%E3%80%91%E5%A4%96%E5%9B%BD
%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%A8%AE
%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6%
E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8Bsin
ovac-a/

【連絡窓口】
▼ワクチンについての電話・メールでのお問い
合せは、病院の緊急体制に支障を来すためく
れぐれもご遠慮くださいますよう、伏してお願い
申し上げます。

（ホームページ）
▼サミティヴェート病院シラチャーの公式LINE
（日本語）でも新型コロナやワクチンの動向をお
知らせしています。7月25日にワクチン接種登
録を再開しました。LINE ID @163kqnuc
▼サミティヴェートの日本語ホームページはこ
ちらwww.samitivejhospitals.com/jp/

（所在地）
8 Soi Laemket, Jermjompol Rd., Sriracha, 
Chonburi 20110
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ＢＮＨ病院
BNH Hospital

【登録リンク】
https://form.jotform.com/bnhwebmaster/japan
-embassy-covid-19-vaccine
【連絡窓口】
(ホームページ) https://www.bnhhospital.com/
(メール) bnhinfo@bnh.co.th
(電話番号)掲載無
(所在地) 9/1, Convent Road, Silom Bangkok 
10500, Thailand
【登録開始時期】7月29日
【登録方法】
ウェブ
（https://form.jotform.com/bnhwebmaster/japa
n-embassy-covid-19-vaccine）からの申請のみ
【接種開始日】8月9日

シーナカリン病院
Synphaet Hospital Srinakarin

【登録リンク】
当院では、50歳以上、タイ政府が指定する7つ
の基礎疾患を有する方、12週以上の妊婦の方
に対して、日本国籍のパスポートをご持参頂け
れば、8月2日から事前予約不要のウォークイン
接種を提供いたします。
（ご案内ページ）
https://www.synphaet.co.th/srinakarin/%E6%97
%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81
%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A
D%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81
%E3%83%B3
【連絡窓口】 （9:00-1700）
Mr.Nitithat Karnpraderm (Bee) 
Phone: 0645873611 
(ホームページ)
https://www.synphaet.co.th/srinakarin/en/
(所在地)
19/9 Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Rd, 
Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

【接種開始日】8月2日
【接種時間】8:00-16:00
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