
ご利益 スポット名（日） 見出し エリア 県 種別 スポットURL スポット名（英）

 ＜癒し・運気＞ サイリービーチ 心と体を若返らせる 南部 チュンポーン県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/hat-sai-ri-chumphon/Hat Sai Ri

＜開運＞＜幸運招福＞ ワット・パープッターラーム 花崗岩に刻まれた仏像 中央部 ラーチャブリー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-pa-phuttharam/Wat Pa Phuttharam (Tham Sati), Ratchaburi

＜開運＞＜商売繁盛＞ タイガー神社 お供えは豚バラ肉と卵 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/tiger-god-shrine/Tiger God Shrine (San Chao Pho Sua)

＜活力＞ パノムルン歴史公園 国内最大のクメール遺跡 東北部 ブリーラム県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/phanom-rung-historical-park/Phanom Rung Historical Park, Buri Ram

＜活力＞ シーテープ歴史公園 ドヴァーラヴァディー王朝の古代都市 北部 ペッチャブーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/sithep-historical-park/Si Thep Historical Park, Phetchabun

＜活力＞＜名声＞＜健康＞＜長寿＞ サワン・パーク オアシス 北部 ナコーンサワン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/sawan-park/Sawan Park, Nakhon Sawan

＜健康＞＜厄除け＞ チャオメー・クアンイム神社 (ティアンファー財団） 病院内にある神社 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/chaomaekuanimshrine/Chao Mae Kuan Im Shrine (Thian Fah Foundation), Bangkok

＜幸運招福＞ カオ・ルアン洞窟 岩の裂け目から漏れ射す明かり 中央部 ペッチャブリー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-luang-cave/Khao Luang Cave

＜幸運招福＞ ワット・カムチャノート 蛇の精霊の神話が元になった 東北部 ウドーンターニー 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-khamchanot/Wat Khamchanot

＜幸運招福＞ ワット・バーンオーン 南イサーンの名僧がいる 東北部 シーサケート県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-ban-own/Wat Ban Own (Wat Pa Ban Own), Si Sa Ket

＜幸運招福＞ メコン川のへそ 冥界のナーガと繋がる 東北部 ブンカーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/the-navel-of-the-mekong-river/The Navel of the Mekong River, Bueng Kan

＜幸運招福＞ ワット・シーポーチャイ 500年以上の歴史 東北部 ルーイ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-sri-pho-chai/Wat Si Pho Chai (Ban Saeng Pha), Loei

＜幸運招福＞ ワット・パー・フアイ・ラー 樹齢200年の御神木 東北部 ルーイ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-pa-huay-lad/

＜幸運招福＞ ワット・プラタート・シードンカム 短期間で願いが叶う 北部 プレー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-phra-that-si-don-kham/Wat Phra That Si Don Kham, Phrae

＜幸運招福＞＜仕事＞＜出世＞ プーパヤナーク神社 龍神のご加護 東北部 ムックダーハーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/pu-phaya-nak-shrine/Pu Phaya Nak Shrine (Tham Phaya Nak), Mukdahan

＜幸運招福＞＜活力＞＜繁栄＞ プラサート・プーペック 毎年3月21日に奇跡がおこる 東北部 サコンナコーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/prasat-phu-phek/Prasat Phu Phek (Phra That Phu Phek), Sakon Nakhon

＜仕事＞ ワット・サンカット・ラッタナキリ　 天に延びる449段の階段 中央部 ウタイターニー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/watsangkatrattanakhiri/Wat Sangkat Rattana Khiri, Uthai Thani

＜出世＞＜富＞＜活力＞ ワット・チュラマニー 富の神 中央部 サムットソンクラーム県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/watchulamanee/Wat Chulamanee, Samut Songkhram

＜勝利＞ ワット・チェディ・ホイ 貝殻寺 中央部 パトゥムターニー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/watchedihoi/Wat Chedi Hoi, Pathum Thani

＜全ての願い＞ ワット・タップシラー しゃがむ象の形をした化石群 中央部 カンチャナブリー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/watthapsila/Wat Thapsila, Kanchanaburi

＜全ての願い＞ ワット・サマーン・ラッタナーラーム（ピンクのガネーシャ） 最速で願いが叶う 中央部 チャチューンサオ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-saman-rattanaram/Wat Saman Rattanaram

＜全ての願い＞ プラ・プロム（エラワン廟） ヒンドゥー教祠 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/phra-phrom-erawan-shrine/Phra Phrom (Erawan Shrine)

＜全ての願い＞ ワット・マンコン・カマラワート（龍蓮寺） バンコク最古の中国仏教寺院 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-mangkon-kamalawat/Wat Mangkon Kamalawat

＜全ての願い＞ ワット・フアイモンコン タイで敬愛される高僧 中央部 プラチュアップキリカン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wathuaimongkhon/Wat Huay Mongkhon

＜全ての願い＞ ワット・トゥン・セーティー 天国・人間界・地下の3世界が繋がる 東北部 コーンケーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-thung-setthi/Wat Thung Setthi

＜全ての願い＞ ワット・チャロン 絶大な信仰を集める 南部 プーケット県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-chalong/Wat Chalong

＜全ての願い＞ ワット・プラタート・ドイ・ステープ 天空の名刹 北部 チェンマイ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-phra-that-doi-suthep/Wat Phra That Doi Suthep

＜全ての願い＞＜合格祈願＞ ターオ・スラナーリー記念碑 (モー夫人） 偉大なタイのヒロイン 東北部 ナコーンラーチャシーマー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/thao-suranari/The Memorial Monument Of Thao Suranari (Lady Mo)

＜成功＞＜仕事＞＜厄除け＞＜カリスマ＞ サーン・ラック・ムアン (バンコク都の柱神社） バンコク都の柱神社 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/bangkok-ciy-pillar-shrine/The City Pillar Shrine, Bangkok

＜長寿＞ ワット・プラタート・パノム・ウォラマハウィハーン 申年生まれと日曜日生まれの人にご利益 東北部 ナコーンパノム県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-phra-that-phanom-woramahawihan/Wat Phra That Phanom Woramahawihan, Nakhon Phanom

＜繁栄＞＜癒し＞＜運気＞ プラマハタート・ナプラメーティニードンとプラマハタート・ノッパポンプンシリポジティブな水の力 北部 チェンマイ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/phra-maha-dhatu-nabha-metaneedol/Phra Maha Dhatu Nabha Metaneedol and Phra Maha Dhatu Nabhapol Bhumisiri Chiang Mai

＜厄除け＞＜強壮＞＜美貌＞＜恋愛＞ ワット・テープ・モンティエン ヒンドゥー寺院 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/watthepmontien/Wat Thep Montien, Bangkok

＜恋愛成就＞ トリムルティの祠／ガネーシャ像 木曜日の夜9時半 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/trimurti-shrine-ganesha-shrine/Trimurti Shrine/Ganesha Shrine

＜活力＞ ムアンボーラーン アユタヤ時代の寺 中央部 サムットプラカーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/muang-boran/Muang Boran (The Ancient City), Samut Prakan

＜金運＞ ワット・プラ・ケオ（エメラルド寺院） エメラルドブッダが年3回衣替 中央部 バンコク 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-phra-kaeo/Wat Phra Kaeo

＜金運＞ ワット・チェディ・アイカイ サングラスをかけた10歳の少年の彫像 南部 ナコーンシータマラート県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-chedi-ai-khai/Ta Khai Wat Chedi, Nakhon Si Thammarat

＜金運＞ ワット・モー・カムトゥアン 大きな金色の瓶 北部 チェンマイ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-mor-kham-tuang/Wat Mor Kham Tuang

＜健康＞＜病気回復＞＜無病息災＞ ロムプーキアオ 聖水の池 北部 ランパーン県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/lom-phu-khiao/Lom Phu Khiao, Lampang

＜子宝＞ ワット・ヤイチャイモンコン 修行僧たちの瞑想寺院 中央部 アユタヤ 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-yai-chai-mongkon/Wat Yai Chai Mongkon

＜無病息災＞ ワット・ソートーン お供えは「ゆで卵」 中央部 チャチューンサオ県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/wat-sotorn-wararam-woramahaviharn/Wat Sotorn Wararam Woramahaviharn

＜厄除け＞ ヌイノック島 神聖な島 南部 ナコーンシータマラート県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/ko-nui-nok/Luangpu Thuad, Koh Nui Nok, Nakhon Si Thammarat

＜厄除け＞ プラ・プッタ・ミンモンコン・エークナーキーリー大仏 ビッグブッダ 南部 プーケット県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/phra-phutthaminmongkol-akenakkeeree-big-buddha-image/Phra Yai (Dhamma Park at the top of Nagakerd Moutain), Phuket

＜癒し＞＜運気＞ カンチャナブリー森林浴スポット5選 2時間コースの森林浴 中央部 カンチャナブリー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/5-spots-of-forest-bathing-in-kanchanaburi/Forest Bathing Groups, Kanchanaburi

＜癒し＞＜運気＞ カオテーワダー 自然のパワーに包まれる最高峰 中央部 スパンブリー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-thewada/Khao Thewada (Phu Toei National Park), Suphan Buri

＜癒し＞＜運気＞ PTTメトロフォレストラーニングセンター バンコクのオアシス 中央部 バンコク 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/ptt-metro-forest-learning-center/PTT Metro Forest Learning Center, Bangkok

＜癒し＞＜運気＞ カオ・パヌーントゥン 標高1,203m 中央部 ペッチャブリー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-phanoenthung/Khao Phanoenthung, Phetchaburi

＜癒し＞＜運気＞ クンウィマーン・ビーチ 美しいサンセット 東部 チャンタブリー県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/khung-wiman-beach/Khung Wiman Beach, Chanthaburi

＜癒し＞＜運気＞ チャオラーオ・ビーチ 黄昏色に染まるビーチ 東部 チャンタブリー県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/chao-lao-beach/Chao Lao Beach, Chanthaburi

＜癒し＞＜運気＞ サンクチュアリー・オブ・トゥルース タイのサグラダファミリア 東部 チョンブリー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/the-sanctuary-of-truth/Prasat Satchatham (The Sanctuary of Truth Museum), Chon Buri

＜癒し＞＜運気＞ ハート・サイダム (ブラックサンド・ビーチ） 黒い砂浜 東部 トラート県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/hat-sai-dam/Hat Sai Dam (Black Sand Beach), Trat

＜癒し＞＜運気＞ コンアーオ・ビーチとメーランプン・ビーチ サーフィン初心者向け 東部 ラヨーン県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/kon-ao-and-mae-ramphueng/Kon Ao Beach and Mae Ramphueng Beach, Rayong

＜癒し＞＜運気＞ パーケップタワン (タップラン国立公園） タイで2番目に大きい国立公園 東北部 ナコーンラーチャシーマー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/pha-kep-tawan/Pha Kep Tawan (Thap Lan National Park), Nakhon Ratchasima

＜癒し＞＜運気＞ へウスワット滝とパークルアイマイ滝のネイチャー・トレイル カオヤイ国立公園内 東北部 ナコーンラーチャシーマー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/namtok-pha-kluai-mai-haew-suwat-nature-trail/Namtok Pha Kluai Mai Haew Suwat Nature Trail, Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima

＜癒し＞＜運気＞ サンランマンコン・ビーチ 干潮時に奇跡が起こる 南部 サトゥーン県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/san-lang-mangkon-beach/San Lang Mangkon Beach, Satun

＜癒し＞＜運気＞ チャウエン・ビーチ サムイ島随一のリゾート 南部 サムイ島 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/chaweng-beach/Chaweng Beach, Koh Samui, Surat Thani

＜癒し＞＜運気＞ カオソック国立公園 石灰岩の峰が神秘的 南部 スラーターニー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-sok-national-park/Khao Sok National Park

＜癒し＞＜運気＞ サミラ・ビーチ 秘密のサーフスポット 南部 ソンクラー県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/samila-beach/Samila Beach and Na Thap Beach, Songkhla

＜癒し＞＜運気＞ ムアンガーム・ビーチ 砂風呂 南部 ソンクラー県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/muang-ngam-beach/Muang Ngam Beach, Songkhla

＜癒し＞＜運気＞ タオ島 ダイブサイト 南部 タオ島 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/areainfo/tao/Koh Tao, Surat Thani

＜癒し＞＜運気＞ カオルアン (カオルアン国立公園） 南部で最も高い美しい 南部 ナコーンシータマラート県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-luang/Khao Luang (Khao Luang National Park), Nakhon Si Thammarat

＜癒し＞＜運気＞ シチョン・ビーチ オーシャンセラピー 南部 ナコーンシータマラート県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/sichon-beach/Sichon Beach, Nakhon Si Thammarat

＜癒し＞＜運気＞ ヒンガーム・ビーチ オーシャンセラピー 南部 ナコーンシータマラート県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/hin-ngam-beach/Hin Ngam Beach, Nakhon Si Thammarat

＜癒し＞＜運気＞ ハーラー・バーラー野生動物保護区 珍しい野鳥が生息 南部 ナラティワート県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/hala-bala-wildlife-sanctuary/Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat

＜癒し＞＜運気＞ サーイカーオ滝 (サーイカーオ滝国立公園） 最も美しい滝 南部 パッタニー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/sai-khao-waterfall/Sai Khao Waterfall (Namtok Sai Khao National Park), Pattani

＜癒し＞＜運気＞ パカラン・ビーチ メモリー・ビーチ 南部 パンガー県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/pakarang-beach/Memories Beach (Pakarang Beach), Phang Nga

＜癒し＞＜運気＞ カタ・ビーチ シュノーケリングに最適 南部 プーケット県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/kata-beach/Kata Beach, Phuket

＜癒し＞＜運気＞ パトン・ビーチ 観光客に人気のビーチ 南部 プーケット県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/patong-beach/Patong Beach, Phuket

＜癒し＞＜運気＞ カオ・タキアップ・ビーチ サーフスポット 南部 プラチュアップキリカン県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-takiab-beach/Khao Takiab Beach, Prachuap Khiri Khan

＜癒し＞＜運気＞ チャルームプラキアットローカオ滝 森林浴初心者向け 南部 ヤラー県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/chaloem-phra-kiat-ro-kao-waterfall/Chaloem Phra Kiat Ro Kao Waterfall, Yala

＜癒し＞＜運気＞ パヤーム島 モーケン族の人々が暮らす島 南部 ラノーン県 海洋療法 https://www.thailandtravel.or.jp/koh-phayam/Ao Yai, Koh Phayam, Ranong

＜癒し＞＜運気＞ プーソイダーオ国立公園 隣国ラオスの国境の山 北部 ウッタラディット県 ピッサヌローク県森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/phu-soi-dao-national-park/Phu Soi Dao National Park, Phitsanulok and Uttaradit

＜癒し＞＜運気＞ チョーンイェン (メーウォン国立公園） 森林浴スポット 北部 カンペーンペット県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/chong-yen/Chong Yen (Mae Wong National Park), Kamphaeng Phet

＜癒し＞＜運気＞ ドイ・インタノン国立公園 タイで一番高い山 北部 チェンマイ県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/doi-inthanon-national-park/Kew Mae Pan (Doi Inthanon National Park), Chiang Mai

＜癒し＞＜運気＞ ワチラタン滝 10月から4月がベストシーズン 北部 チェンマイ県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/wachirathan-waterfall/Wachirathan Waterfall, Chiang Mai

＜癒し＞＜運気＞ マンデーン滝 マイナスイオン 北部 ピッサヌローク県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/man-daeng-waterfall/Man Daeng Waterfall (Phu Hin Rong Kla National Park), Phitsanulok

＜癒し＞＜運気＞ カオコー国立公園 美しい雲海 北部 ペッチャブーン県 森林浴 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-kho-national-park/Khao Kho National Park, Phetchabun

＜良縁＞ カオナーナイルアン・タンマパーク 山頂にある神聖な場所 南部 スラーターニー県 魂の浄化 https://www.thailandtravel.or.jp/khao-na-nai-luang-dharm-park/Thamma Park Khao Na Nai Luang, Surat Thani


