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3 泊 5日でバンコク行ってきました              

JALの午前便でバンコク（スワンナプーム）へ        

中部国際空港（10：25発） JAL737 バンコク（14：15着） 

 

↑機内食もあり。フライト時間は 6時間ほど…モニターもあるので、最新映画堪能♬(笑) 

空港からホテルまでは日本語話せるガイドさん付、車でバンコク市内のホテルへ          

この時間は渋滞なしで、スムーズにホテルへ。時間帯によっては、バンコク市内は渋滞がひどいとのこと

です            

 

宿泊先：グランドセンターポイントラチャダムリ 

  

 

とても大きなホテル✨そしてお部屋もグランドスイートだったので、69 ㎡で 2 ルームあり、とても広か

ったです      ！ 

浴槽もあったので、疲れた体を休めるためにとてもよかったです(*^_^*)      

テレビは全世界のチャンネルがあり、日本のテレビも 5チャンネルくらい視聴できました！ 
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チェックイン後は歩いて近隣散策(^O^) 

   

∟プラ・プロム（エラワン祠） 

グランドハイアット・エラワン・ホテル前にあるヒンドゥー教祠で、一年中内外からの参拝者で賑わって

います。「願い事がかなう神様」として、人々に口コミで知れ渡り、病気平癒や家内安全から金運、人気

運などの願いをかなえるべく、今も絶えまなく多くの人たちがお参りに来るようになりました。 

 

Nara（ナラ） 

   

バンコク内に 8店舗あるお店。 

ガイドブックに掲載されていて美味しそうだなぁと思い、マッサマンカレー目的で食べに行きました       

ココナッツやピーナッツの甘く奥深い味わいが特徴で、子供でも食べれるカレー。 

チキンかビーフ選べます【写真はチキン】食事と一緒にマンゴージュースも               甘々！！ 

 

  
ホテル近辺はバンコク屈指の繁華街で、歩ける範囲に大型ショッピングセンターが多数！！ 
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∟車量がとても多い…！夜は渋滞多々発生。   ∟旅行期間のときに、バンコク国王の戴冠式があっ

たため、国王の写真が街中に飾られてました。 

                       国全体が祝福モードで、黄色い服を身に着けている

方が多かったです！ 

 

☆★2日目★☆ 

朝早起き      ☀して、メークロン線路市場・水上マーケット観光ツアーへ。 
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バンコクから西へ 70kｍ、タイ国鉄メークロン線の終着駅。市場の中を列車が走ることで有名なメーク

ロン駅へ。 

列車運行中の線路上で開かれている驚愕の市場！列車の通過にあわせ、店舗は広げた商品を一瞬で片付

け、通過後にすぐにまた再開。その暮らしぶりが見どころです。 

観光客が多すぎて、電車の写真うまく撮れず…          

 

途中ココナッツファームへ立ち寄り～ 

 

ココナッツの砂糖を製造していました。ココナッツの殻だらけ      ！ 

味見もできました～ 自然な甘みがしておいしかったです     

 

ダムナン・サドゥアック水上マーケットへ          
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バンコクで一番有名な水上マーケット。手漕ぎボートへ乗って水上マーケットへ      

食料品や日用雑貨、フルーツなどを載せた小舟が集まり、観光客で賑わいます。 

舟グルメもあり！舟で揚げ物を作って販売している人もいました(笑) 

なかなかおもしろい水上マーケットでした          

帰りはまた別の舟（スピードボート）に乗って戻ります。 

かなりのスピードで走っていくのでスピード満点！ジャングルクルーズのようにスリリングな体験がで

きます!(^^)! 

 

軽食ランチでタイラーメンとアイスクリーム      

  

地元で人気のローカル店でタイラーメンとアイスクリームの軽食。 

麺が数種類から選べて、私はそばにしました！これがとても美味しい     

 

ホテルまで送迎後、予約していたスパへ移動(*^^*) 

BTS（スカイトレイン）利用          

毎日 5時ごろから 24時ごろまで運行。朝夕のラッシュ時は約 3分間隔、それ以外は 5～8分間隔で運

行しています。 

自動券売機がありますが、利用方法がわからなかったため、有人窓口にて行先の駅名と人数を英語の片

言で伝えて乗車券購入(笑) 
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∟BTS乗車券。チケットは薄い磁気カードで、改札口出入りの際はカードを投入します。 

改札出る際は回収されます。 

車内には駅名の英語表記ありだったので、乗り降りは難しくありませんでした      

 

アソーク駅直結 MY SPA（マイスパ）へ✩ 

  

事前にベルトラから予約していたスパ体験へ✨ 

施術前のカウンセリングは日本人の方がわかりやすく説明してくれたので、安心してスパ体験できまし

た。 

スペシャルフルパッケージ 4 時間、メニューはボディースクラブ、ハーバルボール、オイルマッサージ

など内容盛りだくさんでした！！ 

セラピストさんはタイ人の方でしたが、簡単な日本語はわかるのでマッサージの強さの加減や、部屋の

温度を気にかけていただきました★ 

タイのスパは時間が長いわりに安い！4 時間もあっと言う間…(*_*)！ 

とても満足してリラックスできました♬ 
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夜ご飯はショッピングセンター内のレストランで( *´艸｀) 

タイ料理のパッタイ      

 

パッタイはタイの麺料理の中で、外国人に人気ナンバーワンのメニュー。 

中華麺ではなく、米粉麺のクァイティアオを炒めたタイ風焼きそばで、辛くなく香ばしく甘めの味。 

私はこの甘酸っぱい味がすごく気に入りました！！ 

 

☆★3日目★☆ 

この日は午後からのオプショナルツアーだったので、それまで散策。歩いてサイアムへ。 

サイアム地区はショッピングセンターが集結しており、若者が集まるバンコクの中心地。 

 

メイク・ミー・マンゴーでデザート       

 

マンゴーデザート専門カフェ。ショッピングモールの中にあり。 

ふわふわかき氷にフレッシュなマンゴー。マンゴー尽くしでとても美味！！ 

このスイーツ自体がフォトジェニック        ✨ 

テイクアウトメニューもありました✡ 
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お昼からはフォトジェニックツアーへ                   

まずはバンコク市内からもほど近くにあるワット・パクナムへ。 

  

 

SNS で話題のワット・パクナムは、アユタヤ時代に創設された寺院。 

寺院内には高さ 80m の 5 階建ての大仏塔があり、1～4 階は仏像・資料の展示フロアや儀式用のホー

ルで構成。 

話題の天井画とガラス塔は最上階の 5階にあり、緑の天井の神秘的な空間が広がっています☆彡 

5階までは階段またはエレベーター（土日のみ利用可）で移動。 

エレベーターが少人数しか乗れなくて団体客と重なるととても混み合うため、頑張って階段利用のほう

がスムーズかも(笑) 

 

ワットパクナムからバスで約 2 時間かけて、SNS 映え寺院のワット・サマーン・ラッタナーラームへ。 
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色鮮やかなピンクのガネーシャ像が今 SNS で大人気！像の周りにあるネズミの像の耳に願い事をささ

やくと、通常の 3倍の速度で願いをかなえてくれると話題。 

ピンクのガネーシャ以外にも周りにさまざまな像があり、写真映えスポット多数。 

 

最後に鉄道夜市タラート・ロットファイ・ラチャダーへ。 

   

バンコク屈指の規模を誇るナイトマーケット。かつては線路が近くにあったため、通称は「鉄道市場」。 

穴場スポットから眺める市場はとてもキレイ✨ 

約 1000軒ものテントがぎっしり並び、露店で味わう格安地元グルメも豊富！！ 

写真右は、露店で購入した照り焼きチキンにチーズがかかっている屋台グルメ       

ただこの日は週末で、とても混雑！通路が狭いうえ、多くの人がいるのでスリや置き引きには注意が必

要です(^^;) 

洋服、シューズ、アクセサリーなど、安くてカワイイ商品が多数！ 

露店エリアの奥にずらりと並ぶのが、オープンエアのバー。ヴィンテージ・カーを改造した店などで、ビ

ールやカクテルが楽しめます。 

広すぎて方向感覚失って、迷いましたがなんとか抜け出して…最寄り駅タイ・カルチャーセンター駅か

ら MRT(地下鉄)と BTS を利用してホテルへ。 

なんとこの日は国王の戴冠式が行われるのに合わせてバンコク市内の主要交通機関の運賃が無料となっ

てました！ 

その為改札口がフリーになっていて乗り降り自由。無料の日は年に数回あるそうです。 

日本でもそういう日があればいいのになあと(笑) 
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☆★4日目★☆ 

朝食この日は 1番乗り～(^^♪ 

  

 

バイキング形式で、タイ料理から洋食、日本食までありました。 

デザートも豊富     朝からそんなに食べれない～と思いつつ欲張りました(笑) 

 

この日はアユタヤ遺跡 1日観光ツアーへ。 

ホテルに迎え来てもらって、まずタイの伝統菓子『ロッティサイマイ』のお店へ。 

  

ロッティサイマイとは細く伸ばした綿あめをもちもちのクレープ状の生地で巻いたアユタヤ名物のお菓

子です。皮と中身はセットで販売。 

私も購入して食べましたが、これがむちゃくちゃ美味しい     

生地もできたてであたたかく、綿あめもたっぷり入っているので豪快に食べれます(笑) 
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ここからアユタヤ 6大遺跡めぐり～ 

① ワット・ヤイ・チャイ・モンコン 

  

  

大仏塔は高さ 72ｍでアユタヤで 2 番目に高い仏塔。急な階段を登れば、礼拝堂までたどり着くことが

できます。 

かつては金箔が貼られていたという横たわる巨大な涅槃仏や、本尊にあたる黄金の釈迦仏も必見です。 

 

② ワット・プラ・マハタート【世界遺産】 

  

一番のみどころは、浸攻の際に切り落とされた仏像の頭が、自然に木に覆われたもの。 

記念撮影は、自分の頭が仏像の頭より高い位置にならないよう注意すること。 
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③ ワット・ラチャブラナ【世界遺産】 

  

   

王位継承を争い、象の背中に乗って戦った末、ともに命を落とした 2 人の兄のために、8 代王によって

1424年に建立された寺院。 

多様なチェディ様式に注目。 

※チェディ（仏塔）…ブッダの遺骨を納めた大きな塔や仏教信仰のために建てられた塔のこと。 

アユタヤにはさまざまな様式なものが残されています。 

 

④ ワット・プラ・シー・サンペット【世界遺産】 
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3基のスリランカ様式の仏塔が印象的な、アユタヤで最も有名な遺跡。 

王が眠る 3基の仏塔は高さ約 40ｍで、漆喰で造られたスリランカ様式。 

夜はライトアップがあり(現在修復中/2019年半ば再開予定）、また昼間とは違う幻想的な光景が楽しめ

ます。 

 

⑤ ワット・ロカヤ・スター【世界遺産】 

  

全長 28ｍもの巨大な涅槃仏が有名な遺跡。袈裟以外に覆うものがなく野外に寝そべるその姿は、どこか

気持ちよさそうにも見え、ほほえましい。 

また、涅槃仏の背後には、かつて存在していた寺院が遺跡となって残っています。 

 

 

 

 

 

 



14 

 

⑥ ワット・チャイ・ワッタナーラーム【世界遺産】 

  

  

アユタヤの中でもきわだって華麗だったと伝わる寺院。修復作業も進んでおり、当時に近い姿を目にす

ることができます。 

アユタヤ遺跡群の中でも、最も美しいと評判のライトアップも見どころです！ 

 

昼食はタイ料理バイキング       

 

日本人の観光客しかいなかったですが… 味付も日本人向けなのか、辛すぎず、美味しかったです✩ 
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エレファント・ライドもしてみました～          

  

  

タイで体験するべき！エレファント・ライド（象乗り）。 

大きく揺れてスリリングですが、慣れてくれば心地よい     

予想以上に高い！乗る前は怖いかなあとビビってましたが、乗ってみると平気でした(笑) 

 

日本人町跡へ。 
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日本人が移住した町の跡地。日本人町歴史研究センターや日本式庭園のほか、アユタヤ王朝で貴族階級

までのぼりつめた山田長政の像も鎮座しています。 

施設はまだ新しくきれいで、説明ビデオも日本語でわかりやすかったです(*’ω’*) 

 

ホテルへ送迎後、お迎えまで時間があったので食べ物巡り    

コーアン・カオマンガイ・プラトゥーナム 

 

タイを代表するカオマンガイの名店で、東京にも支店を持ちます。 

スタッフのユニフォームから「ピンクのカオマンガイ」といわれています。 

鶏胸肉を使い、ジューシーでさっぱりとした味。ショウガやニンニクのきいたタレが合います。 

これで 60バーツ（約 180円）！！ 安くておいしい       

これだけだとボリュームにかけてしまうかも… なので、追加で単品料理するのも      

 

FIRE TIGER（ファイヤータイガー）  

 

タピオカブームは日本だけではない！バンコクにも安くてとっても甘いタピオカドリンクがたくさんあ

ります     

ボリューム満点で甘  々       ✨メニュー見ましたが、何味かわからず、とりあえずメニューに一番大きく掲

載しているものをチョイス(笑) 

クリームブリュレのような味で、フォームがふわふわ（●＾o＾●） 

とってもおいしかったです！今風のタピオカドリンクだなと感じました(笑) 
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ショッピングモールでお買い物タイム        

NaRaYa（ナラヤ） 

  

タイのお土産といえばナラヤ！ 

女子ウケがいいお土産で日本人には評判のよう。なので、お店も日本人の旅行客だらけ(笑) 

ナラヤは質もしっかりしていて、お値段もお値打ち！私もお友達へのお土産に(*´ω｀*) 

コットン、デニム、サテンなどさまざまな布で作るバッグや小物はデザインもサイズもバラエティ豊富！ 

お土産選びにとても悩みました(*_*)♡ 自分へのお土産にも選びきれず、ついカバン 2 つも(笑) 

 

おすすめ！お菓子のお土産     

＊コアラのマーチ マンゴー           ＊プリッツ 

    

∟タイ限定。珍しいマンゴー味✰小分けで入っている  ∟タイの名物料理の味のプリッツ。タイ限定 

ので、配り土産でも    チョコバナナ味もありました         発売！ 

 

＊プジョイ 

 

日本のポッキーと同じようお菓子がグリコから東南アジアで販売されています。その名もプジョイ。 

バンコクのスーパーでは、キャラメルマキアート味がありました。珍しい味♡ 
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＊番外編みやげ：DEAN ＆ DELUKA（ディーンアンドデルーカ）の限定トートバッグ 

 

日本にも店舗があるディーンアンドデルーカ。シンプルなバンコク限定ロゴトートが人気♬ 

発売色は時期や店舗によって異なるようですが、私は青色を購入（●＾o＾●） 

大きさも 2 サイズあり。空港にも店舗がありますので購入できますが、市内の店舗より少し割高だそう

です。 

 

深夜便で帰国なため、ホテルへのピックアップは 21 時半ごろ。 

そこから渋滞もなかったので、スムーズに空港へ        

空港では旅行の締めのタイラーメン       

 

空港内はとても広い！変に歩き回ると迷いそうだったので、あんまり見回れなかったですが… 

復路はバンコク（0：25発）  JAL738 中部国際空港（8：15着） 

帰りはゴールデンウィーク最終日だったので、満席でした。 

深夜便はなかなか寝れず… 朝無事到着☀ おつかれさまでした(‘◇’)ゞ 

 

 


