
タイ政治情勢について 2014 年 5 月 22 日 19 時発行 

 

本日 17 時、タイ軍はエスカレートする衝突による生命の損失と、それを防ぐためにタイ全

土を掌握。地元メディア報道によると、この動きは対立する側の代表者や幹部間での協議

が決裂したためである。 

 

軍は本日よりタイ全国の夜間外出禁止令を 22 時～5 時までと発令した。戒厳令は通知があ

るまで有効である。 

 

企業や公共サービスは、夜間外出禁止令を遵守するため営業時間を調整している。 

 

タイのすべての空港は稼働しており、夜間外出禁止令下、空港発着便を利用する乗客は通

常通りいつでも空港から、あるいは空港まで移動することができる。しかし夜間外出禁止

令中の発着便を利用する観光客は、空港から、あるいは空港まで移動するときに、すべて

の渡航書類を準備することをお勧めする。 

 

タイ国政府観光庁(TAT)は状況を監視し、進展があり次第更新情報を提供する予定である。 

 

【旅行者の為の情報と支援の連絡先】 

TAT コールセンター1672  

ツーリストポリスコールセンター1155  

交通警察コールセンター1197  

BMTA（市内バスやバンサービス）コールセンター1348  

BTSホットライン+66（0）2617 6000  

MRT のお客様相談センター66（0）26245200  

SRT（列車）コールセンター1690  

（株）トランスポート（株）、（バスサービス）コールセンター1490  

AOT（スワンナプーム空港）コールセンター1722  

スワンナプーム空港オペレーションセンター（臨時）+66（0）21329950 または 2  

ドンムアン空港コールセンター+66（0）2535 3861、（0）2535 3863  

タイ国際航空コールセンター+66（0）2356 1111  

バンコクエアウェイズコールセンター1771  

NOK エアーコールセンター1318  

タイ·エアアジアコールセンター+66（0）2515 9999 

 

 

 

Situation Update: Thailand Political Developments 

Issued at Bangkok at 19.00 hrs. (GMT+7) on 22 May 2014 

 



Flash Update: 

 

At 17.00 hours today, Thai military has taken control of the country to prevent further 

loss of life and prevent the conflict from further escalating. The move came after talks 

between representatives of opposing sides and top officials failed to reach a common 

ground, according to local media reports.  

 

A nationwide curfew has been announced from 22.00 – 05.00 hours with effective from 

today, and martial law to remain in effect until further notice, army announced.  

 

Businesses and public services are adjusting their operating hours to comply with the 

curfew.  

 

All airports in Thailand remain open, and air passengers with arrival and departure 

flights scheduled during the curfew can travel to and from the airports at any time as 

usual. However, Tourists with arrival and departure flights during the curfew are advised 

to prepare all travel documents when travelling to and from the airports.  

 

The Tourism Authority of Thailand (TAT) is closely monitoring the situation, and will be 

providing more updates as soon as there are further developments. 

 

In the meantime, tourists can contact the following numbers for information and 

assistance: 

 

TAT Call Centre 1672 

Tourist Police Call Centre 1155 

Traffic Police Call Centre 1197 

BMTA (city bus and van service) Call Centre 1348 

BTS Hotline +66 (0) 2617 6000 

MRT Customer Relations Center +66 (0) 2624 5200 

SRT (train service) Call Centre 1690 

Transport Co., Ltd., (inter-provincial bus service) Call Centre 1490 

AOT (Suvarnabhumi Airport) Call Centre 1722 

Suvarnabhumi Airport Operation Centre (temporary) +66 (0) 2132 9950 or 2 

Don Mueang Airport Call Centre +66 (0) 2535 3861, (0) 2535 3863 

Thai Airways International Call Centre +66 (0) 2356 1111 

Bangkok Airways Call Centre 1771 

Nok Air Call Centre 1318 

Thai AirAsia Call Centre +66 (0) 2515 9999 

 


