
タイ国政府観光庁(TAT）・ クルンタイ銀行(KTB)
Tourism Authority of Thailand (TAT) and Krung Thai Bank (KTB)  present

“ ミラクル・タイランド・カード”
“Miracle Thailand Card”



ミラクル・タイランド・カード購入場所

Where to get  Miracle Thailand card?
• タイ国政府観光庁本庁

TAT Head Office: Revenue Collection Section                       
Tel. +66-2-250-5500 ext. 2115【住所】1600 New Phetchaburi
Road, Makkasan, Ratchathevi, Bangkok

• クルンタイ銀行（KTB)各支店
Krung Thai Bank (KTB) branches

• タイ国内KTB両替所
KTB currency exchange booths throughout Thailand

• タイ旅行業協会
The Association of Thai Travel Agents (ATTA)
【住所】33/42-43 WALLSTREET TOWER OFFICE CONDOMINIUM 10th Fl.,
SURAWONG ROAD, SURIYAWONG SUB-DIST., BANGRAK DIST.,, BANGKOK 



登録方法
必要事項①～④をEメールで送信（英語のみ）:
Eメール宛先 insmthailandcard@kpi.co.th
件名：Registration for Miracle Thailand Card
① Card Number カード番号

② A photocopy of a passportパスポートの写し

③ Date of arrival to Thailandタイ入国日

④ Date of departure from Thailandタイ出国日

KPI（Krungthai Panich Insurance）より返信が届き登録完
了。念のため返信メールを印刷してご持参ください。
返信文例：Acknowledged and confirmed activation of Personal Accident Insurance of 
Miracle Thailand Card as per your e mail with thank you. Assuring you our best attention 
and services always and warm welcome to Thailand. （個人傷害保険の登録が完了しま
した。）



カードへの入金方法
How to Top-Up ?

• タイ国内のクルンタイ銀行
(KTB）とKTB両替所で入金でき

ます。Top-up cash at any KTB branches and 
KTB currency exchange booths throughout 
Thailand

• カード残高はタイ国内のKTB
各支店、KTB両替所、KTBの
ATMで現金引き出しができま

す。The remaining account on the card can be 
withdraw at any KTB branch, KTB booth exchange or 
ATM throughout Thailand 



特典
Special Benefit

• 一流ショッピングセンターの400以上のブランド
店で会員限定5％～70％割引
Exclusive discounts 5-70% from more than 400 brand name stores from all top-
notch shopping centers

– サイアムパラゴンSiam Paragon 

– サイアムセンターSiam Center    

– サイアムディスカバリーSiam Discovery    

– エンポリウムThe Emporium 

– パラダイスパークParadise Park 

– マーブンクローンMBK center

– ザ・モールThe Mall

– などEtc.



特典
Special Benefit



特典
Special Benefit

• キングパワー(免税店)：10％割引
King Power: 10% discount at King Power duty free shop 

• サイアムニラミット：ショーのチケット10％割引
Siam Niramit: 10% discount for the show tickets

• サイアムパークシティ：チケット4枚購入で入場券と
バイキング合わせて750バーツで購入可能（通常
1,150バーツ）Siam Park City: Only 750 THB from 1,150 THB (normal price) 
for both the entrance fee ticket and a buffet, when purchasing 4 park tickets



カード保持者用保険
Insurance for Cardholder

• タイ入国から7日間有効の個人傷害保険
Personal Accident Insurance will be your guardian for the first 7 days of 
entry to Thailand

• 100万バーツ（約270万円）まで補償と1万バーツ（約2
万7千円）までの救命救急医療費
Cover up to 1,000,000 THB and First Aid Medical Expenses up to 10,000 THB

• タイ国内260か所の病院で救命救急時の現金不要
No advanced cash required for First Aid Medical Expenses at any 260 high-standard 
hospital throughout Thailand.



「ミラクル・タイランド・カードで
ミラクルな旅をタイで」
“Miracle Thailand Card for the Miracle
Journey in Thailand”.  
ミラクル・タイランド・カードで

支払えば、お買い物の割引だ
けでなく、傷害保険やATM現

金引き出し時の手数料無料
の特典があります。
Any spending via Miracle Thailand card, you will 
not only enjoy lots of special benefits which you 
will be provided to the cardholders but also a 
peace of mind privilege of Personal Accident 
Insurance. Moreover, there is no surcharge to 
any transaction from ATM machines in Thailand 
so you can save your money even more.



コンタクトリスト
Contact List

• KTBコールセンター 1551
KTB Call Center 1551

• 病院ネットワークコールセンター
The Hospital Network Call Center 

Tel. 02-612-8948
• Eメールアドレス: 

insmthailandcard@kpi.co.th


