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LINE@

イベント情報発信強化中!フォローお願いします!

@nihonjinkai
登録者数4000名以上!



公式SNS

各種公式SNSにてタイ生活に役立つ生活安全情報を発信中です!

LINE@

@JapaneseAssociationThailand @nihonjinkai @jat_thailife

イベント情報はもちろん、大使館の安全情報や
生活支援情報などタイ生活に役立つ情報満載!

毎週2回(月・木)楽しいイベントや
子育て情報などをお届けしています!

気になる方は今すぐフォロー!

ただいま発信強化中! 登録者数4000名以上! 優待店情報などを配信中!

InstagramFacebook

タイ国日本人会について

タイ国日本人会では、 在留邦人のタイでの安全・便利・快適な日常生活のサポートを目指し、 様々な活動を通じて会員相互の親睦、 またタイ社会との交流・
福祉貢献を目的に活動しています。

大正2年（1913年）に設立され、 創立100周年以上の世界で最も歴史と伝統のある日本人会の一つで、個人会員約7,000名、 法人会員約600社と世界最大規
模の日本人会です。 日本人会本館には図書室、 各会議室等を設備しており、 同会館内には日本食レストランTHE　JAPANもございます。 日本人会別館はス
クムビット地区に位置しており、 一般図書館、子ども図書館、各会議室があり「バンコクすくすく会」や各同好会、 サークル活動などに多くの方にご活用いた
だいております。

その他、年間を通じ内外で様々なイベントや講演会、春季秋季法要などの行事も開催しております。 チャリティーバザーなどの活動を通じて、タイ社会への
貢献活動も積極的に行っております。 皆様がより充実したタイでの生活をお送りできますよう、 是非タイ国日本人会をご活用ください。

法人（賛助）会員入会のメリット

商品・イベント告知
弊会ウェブサイトへ記事掲載が
できます。毎月3万PV以上!

会員宅・法人企業へ
広告送付
御社フライヤーを
直接お届けします!

セミナー・イベントの
会議室利用
会議・セミナー・物販など
様々な用途でご利用いただけます!

個人会員入会のメリット

オンラインイベント

ボランティア活動

会議室利用・情報入手他

各分野ボランティア活動

オンラインイベントへの
参加

会議室の利用、
メイド紹介サービス、
会報誌発送他

英検受験

同好会とサークル活動

子育て支援
バンコクすくすく会と
バンコク子ども図書館

同好会（一般向け）と
青少年サークル（小中学生向け）

２～５級までの英検受験
実用英語技能検定(英検)の実施
バンコクの会場で受験が可能

英 検

充実の図書館

イベント参加

優待店サービス

本館図書スペース、別館一般図書館、
バンコク子ども図書館

レストランや商店での
優待サービス

各種ワークショップ、セミナー、
ソフトボール大会など





入会手続きのご案内

企業様に賛助会員としてご支援をお願いしております。日本とタイの
友好関係促進、そして在留邦人のタイでの生活を豊かにするために活
動している、弊会の活動にご理解いただき、継続支援をいただけます
ようお願いいたします。賛助会員特典として会報誌の発送（無料）や会
館の会議室利用割引、会員宅への折込チラシ封入(有料)、WEBサイト
でのPRなど（有料）がご利用いただけます。

1.   賛助会員申請書　（弊会所定のフォーマットにご記入頂きます。）
2.   タイでの企業・団体様は、タイ政府への登記書の写し
3.   日本での企業・団体様は、会社のホームページURL
4.   会費　一年分の会費（下記からご選択頂きます。）

ご入会に必要なもの

※自動更新となりますので、退会の際は必ずご連絡をお願いいたします。

1,000B / 1,500B / 2,000B / 2,500B月会費

個人会員 法人(賛助)会員
タイ国在住の18才以上の日本人。18才未満のお子様は、ご両親に
入会していただくことで、日本人会の活動参加・クラブ施設が会員
と同様にご利用いただけます。

1. 入会申込書（事務局またはホームページから入手できます。）
2. パスポートのコピー（顔写真のページ・お子様の分も必要です。）
3. 会員証用の顔写真1枚（お子様の写真は必要ございません。）
    ※顔写真はスキャンしますので、どのサイズでも結構です。
4. 入会金と半年または1年分の会費

ご入会に必要なもの

※自動更新となりますので、ご変更・ご帰国の際は必ずご連絡をお願いいたします。

世帯一人目の会員    200 B
世帯二人目以降　    100 B月会費

世帯一人目の会員    600 B
世帯二人目以降　    200 B入会金

施設のご案内

本館 (サートン)

本館図書館

レストラン
「The Japan」

1st Fl. Sathorn Thani Bldg.Ⅱ,92/2 North Sathorn Rd., Bangrak, Bangkok 10500
TEL：0-2236-1201(代) / FAX：0-2236-1131 / e-mail：info@jat.or.th
月～金曜日 9：00～17：00 / 土曜日 9：00～12：00 (第一土曜日除く)

別館
(スクムビット)

別館一般図書館

バンコク
子ども図書館

1st Fl. Citi Resort Sukhumvit 39 Annex, 181/9 Soi39 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110
TEL：0-2662-4948～9 / e-mail：annex@jat.or.th
月～土曜日 9：00～17：00 (第一土曜日除く)

月～金曜日 9：30～15：30 / 土曜日 9：30～16：00 (第一土曜日を除く)
蔵書は約10,000冊以上。1度に5冊まで、2週間無料で貸出。

火・水・金・土曜日（第一土曜日除く）10：00～16：00
※ 春休み・夏休み・祝日などで休館や開館時間の変更有。
TEL：0-2662-4950

開館時間は事務局と同じ。
指紋認証登録された方は、レストラン営業時間内であれば利用可能。
蔵書は約9000冊以上。1度に5冊まで、１カ月間無料で貸出。

11：30～21：30 ※ 年中無休/年末年始・一部祝日除く
TEL：0-2234-2155
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入会金・会費のお支払い

※お振込み後は必ず事務局まで銀行の振
込票のコピーをメールにてご送付ください。 
連絡が無い場合、タイの銀行システム上、ど
なたからの入金かが確認ができません。

口座名義：Japanese Association in Thailand

アユタヤ (クルンシィ)銀行 (Krungsri Bank)
三井住友銀行 (SMBC)
バンコク銀行 (Bangkok Bank)
カシコン銀行 (Kasikorn Bank)

普通預金　口座番号　789-1-04103-6
普通預金　口座番号　20-40102341
普通預金　口座番号　101-788418-8
普通預金　口座番号　001-2-74616-6

３ 小切手を書留にて送付する場合
    この場合はCrossed Checkで、Japanese Association in Thailandとお願いします。

４ 郵便為替（Tananat）：タナナットをご利用の場合
    郵便局で指定のフォームに、現金の送り先郵便局名と受取人をご記入の上、郵送でお申し込みください。

◆ 現金の送り先：Post office Yannawa 10120（日本人会所轄郵便局名です）と記入します。
◆ 受取人：Japanese Association in Thailandとご記入ください。

※ 入会金・会費納入をもって正式入会となります。

１ 日本人会事務局（サートン本館・スクムビット別館）窓口にてお支払いいただけます。

２ 銀行振り込みをご希望の場合

入会申込書ダウンロードはこちら


