


チケットには下記日程で各イベント参加・各会場でのお食事
おみやげにタイ限定のワイドチェキが付いてきます！

OBP  海外公演 i n  タイ @Kb a n k  S i a m  P i c - G a n e s h a ( T h e  S t u d i o )
チケット代にライブ入場券が含まれます

打ち上げ会 i n  T h a i l a n d
打ち上げ参加券＋タイ限定ワイドチェキプレゼント！！
メンバーとゆっくりトークタイム！

チケットは日本での対バンライブや定期イベントで発売中！

※バンコク市内で開催します、オフ会終了時刻は 22:00 予定しております

※チケットの札番順に入場、購入は日本ライブ会場やイベントで現金決済
または、Air Pay でクレジット決済、QR決済

オフ会  a t  A RT  BOX  (  ナイトマーケット  )

ナイトマーケットでメンバーとぶらり旅！

チケットについて

01.11(SAT)

01.12(SUN)

※バンコク市内で開催します、オフ会終了時刻は 23:00 予定しております



1. 航空券・ホテルの手配は各自でお願いします。。
2.タイ空港は、スワンナプール空港とドンムアン空港の2つがありますが、バンコク市内までは同じくらいです。
3. 宿泊の手配は各自でお願いします。(ライブ会場最寄りのサイアム駅にアクセスが近いところが便利です )
4. 各会場、ホテルまでの移動は各自でお願いします。
5. チェキ撮影は各会場にてチェキ券を販売いたします。(1バーツ≒3.6円 ※2019年 10月現在 )
6. 主催者側の事前イベントキャンセルに関する払い戻しはチケット代のみとなりますので、予めご了承ください。
7. チケットキャンセルについての払い戻しはできませんのでご了承ください。
8. 旅行中の事故等について主催者側は一切の責任を負わないものとします。

旅のプラン例

航空券の参考価格

9:15 成田空港発 

1 泊 ¥4,000-¥5 ,000 のホテルが
おすすめです

出国までにスマホの
SIM ロック解除を忘れずに！

14:00 バンコク着

バンコク泊

(土 ) 
1/11

上記以外にもバンコクまでのフライト、ホテルはたくさん種類があります

打ち上げ会

10:45 バンコク発

19:00 成田空港着

注意事項

機内が寒い場合があるので
防寒グッズを！

ライブ会場は飲食禁止！

オフ会＠ART BOX

( 日 ) 

バンコクはとても渋滞するので
時間に余裕をもって空港まで！

宿泊費の参考価格

航空券往復：約 ¥35,000-
LCC の場合

航空券往復：約 ¥60,000-
タイの航空会社の場合

航空券往復：約 ¥70,000-
日本の航空会社の場合

ホテル（2 泊）：約 ¥10,000-
宿泊費

1/12

(月 ) 
1/13

Expedia や Agoda などのオンライン予約サービスで早めの予約がおすすめです！

ワンマンライブ

バンコク泊



各会場へのアクセス

1/11 オフ会 at ナイトマーケット

1/12  打ち上げ会

1/12  LIVE

オフ会 集合場所

ART BOX  Entrance

住所

Chuvit  Garden,  Sukhumvit  Soi  10,  Khlong Toei ,  Bangkok

アソーク駅 or ナナ駅から徒歩 6 分

LIVE  会場名

Kbank Siam Pic-Ganesha(The STUDIO)

住所

388 Siam Square One PH7001 7th Floor ,  Rama 1 Road,  Patumwan,  
Bangkok 10330

サイアム駅から徒歩  1  分

OPEN 11:00 /  START 11:15

▶ Google Map で表示する

d

▶ Google Map で表示する

 

▶ Google Map で表示する

▶ バンコク市内電車の乗り方 / 路線図

集合 18:30 /START 19:00

オフ会 会場名

Seefah Restaurant Siam Square

住所

434-440 Soi  Siam Square 9,  Rama 1 Roa  
Samsen nai ,  Bangkok 10330

ライブ会場から徒歩  3  分

集合 19:15 /START 19:30

https://goo.gl/maps/ujxKwJXAghzoUm7L9
https://goo.gl/maps/d619eFhy7S53tRMG8
https://goo.gl/maps/YHfKZzfxf6bkKuBVA
http://thailand-navi.com/bangkok-route-map


空港についたら・目的地への行き方編　(ドンムアン空港→ホテル )

まずは必要最低限の両替と SIMカードを購入しよう

空港からタクシーで目的地へ

1. 移動費と SIM カード購入費程度を両替しよう（¥3000 程度）
2. SIM カードを購入してセッティングしてもらう

空港で話しかけられてタクシーに乗るとぼったくられる可能性が高く
気をつける必要があります。

場合タクシーで移動する場合
Grab などの配車アプリだとあらかじめ料金がわかるし
目的地も事前に伝えれるので、比較的安心して乗れます！

空港からバス +モノレールでホテルへ

1. バス停 A1 から【Mochit】へ向かってください。
2.【Mochit】で BTS Line に乗り、【最寄駅】に向かってください。

▶ ドンムアン空港でのバスの乗り方

▶ 両替と SIM カードについて

目的地までの移動方法は ORバス +モノレール タクシー

難易度★☆☆☆☆ 難易度★★★☆☆

空港はレートが高いので必要以上に両替しないのがお得！
お手持ちのスマホが SIMロック解除されてないと現地の SIMは使えません。
現地の SIMが使えない場合、WIFI ルータを借りれる（値段が高い）
事前にキャリアに自分のスマホが SIMロック解除されてるか確認

現地で sim を入れ替えた際には、日本の sim カードを無くさないように保管

https://ushigyu.net/2016/06/03/suvarnabhumi-airport-sim-money-exchange/
https://freelifer.jp/?p=14502


空港についたら・目的地への行き方編　(スワンナプーム空港→ホテル )

まずは必要最低限の両替と SIMカードを購入しよう

空港からタクシーで目的地へ

1. 移動費と SIM カード購入費程度を両替しよう（¥3000 程度）
2. SIM カードを購入してセッティングしてもらう

空港で話しかけられてタクシーに乗るとぼったくられる可能性が高く
気をつける必要があります。

タクシーで移動する場合
Grab などの配車アプリだとあらかじめ料金がわかるし
目的地も事前に伝えれるので、比較的安心して乗れます！

空港からエアポートレールリンクでホテルへ

1. 到着したら、空港内地下の Airport  Rai l  Link に向かってください。
2.【Phaya Thai】または【Makkasan】で BTS Line に乗り換え、
【最寄駅】に向かってください。

▶ スワンナプーム空港での電車の乗り方

▶ 両替と SIM カードについて

目的地までの移動方法は ORエアポートリンク タクシー

難易度★☆☆☆☆ 難易度★★★☆☆

空港はレートが高いので必要以上に両替しないのがお得！
お手持ちのスマホが SIMロック解除されてないと現地の SIMは使えません。
現地の SIMが使えない場合、WIFI ルータを借りれる（値段が高い）
事前にキャリアに自分のスマホが SIMロック解除されてるか確認

現地で sim を入れ替えた際には、日本の sim カードを無くさないように保管

https://ushigyu.net/2016/06/03/suvarnabhumi-airport-sim-money-exchange/
https://amazing-trip.xyz/t-blog/suwannaphum-airport/


帰国編（ドンムアン空港発 /スワンナプーム空港発）

バンコク市内→ドンムアン空港

1. BTS Sukhumvit  Line で【Mochit】Exit3 に向かいます。
2. Bus Stop A1,A2 と書かれた標識のすぐ近くにバス停があります。

▶ バンコク市内からドンムアン空港

目的地までの移動方法は ORモノレール +バス タクシー

難易度★☆☆☆☆ 難易度★★★☆☆

ホテルからタクシーで空港へ

ホテルで前日にタクシーの予約をしておくのが手軽です。
その際にチップを含めていくらか確認しておきましょう。( 大体 500 バーツ 程度 )

バンコク市内→スワンナプーム空港

1. 【Phaya Thai】または【Makkasan】まで、BTS の電車で向かう。
2. 乗り換えて Airport  Rai l  Link で【Suvarnabhumi Airport】に向かってください。

▶ バンコク市内からスワンナプーム空港

目的地までの移動方法は ORエアポートリンク タクシー

難易度★☆☆☆☆ 難易度★★★☆☆

https://freelifer.jp/?p=14542
https://yuka-lab.com/2017/04/14/traffic-bangkok/


バンコク滞在時に注意すること

アイコスなどの電子タバコの所持・使用は、バンコクで違法！重罰！

お腹が弱い人は屋台での飲食を避ける

基本治安は良いが、夜は危険を感じることもある

最高で懲役 10 年、罰金 50 万バーツ（約 170 万円）

・夜間の 1 人外出はできるだけ避ける
・夜間タクシーも 1 人では乗らない
・大通りを通るようにする

・道路側にカバンを持たない
　（バイクひったくり注意）
・記憶がなくなるまでお酒を飲まない

ホテルの清掃にチップを！

・ホテルの清掃係にチップを毎朝 20 ～ 30 バーツ外出時にベッドの上に置くといい

歯磨きなど、水道水は極力避ける！

・歯磨きやうがいなどはペットボトルの水を使用するのが安全

・整腸、下痢止めなど最低限の薬は持参する方が良い

何か困ったことや質問など
1/11 日のオフ会でスタッフに気軽に話しかけてください
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