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爺さんの一人旅［シンガポール・マレーシア・タイ］ 

タイ編（戦場にかける橋カンチャナブリー） 

（2015 年 10月 25日～10月 30日滞在） 

文・写真 長谷 良悦 

 

タイ訪問は 4回目になる。今回の旅の目的は映画「戦場にかける橋」の舞台になった泰緬鉄

道の観光である。随分前から一度訪れたいと思っていたが 2013 年 12 月にＢＳフジが放映

したドキュメンタリー番組「よみがえる泰緬鉄道９６歳の証言」（鉄道隊小隊長：樽本重治

氏）を見て思いは強くなっていた。 

ペナン島からタイ・バンコクへはペナン島の隣接都市バタワースからマレー鉄道で行ける。

一泊二日の国境越え列車の旅も楽しんだ。 

 

１．バンコク行き国際列車のチケット購入 

  マレーシア鉄道のチケットは 30日前から販売されている。バタワース発バンコク行き

国際列車のチケットは座席数が少なく早く購入しないと売り切れるようなので、クア

ラルンプールで購入した。その為にはペナン島以降の日程を決めなければならない。タ

イの滞在日数を検討し乗車日を 10月 25日に決め 11日前の 10月 15日に購入した。 

      チケットカウンター         チケット売り場 

 

クアラルンプール中央駅のチケット売り場に行っ

た。チケットカウンターで整理券をもらい待合室で

待つ。しばらくして整理券番号が電光掲示板に掲示

されたので、そこの窓口で購入した。窓口に列を作

って並ばなくて良いので爺様には優しいシステム

だ。希望した寝台列車の二段ベット下段が買えた。 

10月 25日 14：00バタワース発。翌日 10：30バン

コク着。 

111.9RM（約 3,805円） 

       チケット 
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２．ペナン島からバンコクへ 

Ａ．ペナン島からバタワース駅 

  鉄路での国境越えは中国からベトナム以来だ。国際列車の始発駅バタワース駅はフエ

リー駅に直結している。午後 14：00発車なので、ペナン島側のフエリー駅付近にある

洋上村落に立ち寄ろうと思っていた。しかし、教会のミサに参加してしまい予定が狂っ

た。チエックアウトし、お世話になった宿の夫妻を記念に撮影。お嬢さんが来ていたの

で一緒に入ってもらった。 

無料バス CAT に乗車しビーチストリート付近で下車。ストリートマーケットを足早に

見てフエリー駅へ。ペナン島からバタワース行きのフエリーはなぜか無料だ。フエリー

はピストン運転。昼食のパンを買って乗船。12：33に出港し 12：47に着岸した。 

       宿の夫妻と娘さん         フエリー待合室 

         フエリー             バタワース 

バタワースのフエリー駅から長距離バス駅と鉄道駅へ行く連絡通路があった。鉄道駅

登り口の階段前で上を見上げてため息をついていたら、不審者を監視していた警備兵

がキャリーケースを二階の通路まで運んでくれた。ヨボヨボ老人をほっておけなかっ

たのだろう。素直にご厚意に甘えた。駅舎内の案内板に軽食堂や売店も掲載されていた

が、チケット売り場と待合室しか機能していなかった。定刻近くになってもアナウンス

はなく、待合客の動きもない。チケット売り場に行って聞いたら女性駅員が「遅れます」

だけの返答。暫くして男性駅員に代わったので再度聞いて見たら発車は 15：30頃だと

回答があった。飲料水を買いたくて、急いで隣接しているバス駅に行って見たがチケッ

トブースがあるだけで売店を探せなかった。 
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中国旅行で何時くるか分からないバスを路上で待ったことを懐かしく思い出した。や

っと列車が到着し、車内整備を待って 16：15に改札、16：25に二時間半の遅れで発車

した。 

       チケット売り場              待合室   

 

Ｂ．国際列車でバンコクへ 

  列車は二両編成で日本同様に狭軌間なので車両は小さい。寝台は進行方向に向かって

両側に縦型に二段設置されていた。座席は下段と上段の人が向かい合って座る。定員は

20ボックスで 40人。車体は老朽化し床の汚れが目立つ。日本製のゴキブリホイホイの

空箱が座席の下の隅に放置されていた。 

         国際列車              車内の様子 

       座席は 1シート 1人             洗面所 



4 

 

列車は快調に走ったが、すごく揺れるので脱線

しないかと心配になった。 

ペナン島に 10 数年ロングステイしている韓国

人と同席になった。特別なビザを取得している

という。タイのハジャイ（ハットヤイ）にいる

友人に会いに行くとのことで、遅れた事を方々

に韓国語、中国語、英語で電話していた。 

 発車して間もなく乗務員が夕食と朝食の予約を取りに来た。以前のタイ旅行で使い切

れなかったタイ・バーツと残っていたリンキッドで支払った。夕食 170B（約 600 円）。

朝食 4RM（約 136円）。 

マレーシアとタイの国境と思われる所（パダン・ブサール駅付近？）で停車した。ここ

で出国手続きし次の駅で入国手続きするものと思っていたので、手荷物は列車に残し

てイミグレに向かった。パスポートにスタンプ捺印だけなので渋滞なしで出国できた。 

列車に戻ると思っていたら、同じ建物内にタイのイミグレがあり入国してから列車に

戻るんだと、同席の韓国人が教えてくれた。タイの入出国カードに記入しイミグレが開

くのを待った。列車の到着時刻に合わせて開けられる。イミグレの手前に酒類とたばこ

を売る免税店があったので夕食用に缶ビールを一本 5RM（約 170円）で買った。逆ルー

トでマレーシアに入国するならここで酒類を買えば免税価格で買えるのでお徳だと思

う。入国手続き窓口は三カ所だったのでスムースに入国手続きを終了し、19 時頃に列

車へ戻った。バンコクで 8 月にテロ爆破事件があったばかりなので入国審査は厳しい

だろうと思っていたが荷物検査はなし。国境警備はどうなっているんだろうか。 

韓国人が割高な寝台列車を昼間に利用するのは、ゆったりした座席と楽に国境越えが

出来るからだと思った。彼も腰痛持ちだった。 

列車に戻ったら定食弁当の食事が用意されていた。腹が空いていたので美味しく食べ

た。朝食はサンドイッチ 2 片とバナナ 1 本。発車して間もなくタイ側の乗務員が夕食

の予約を取りに来た。どちらが美味しいのかなあ〜？。 

     免税店              弁当、スイカ、コーヒー 

ハジャイで韓国人は降車した。ハジャイで長時間停車しバンコク行き列車が増結され
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た。ペナン島で乗車券を買えない時、バタワースからハジャイまでバスで来て列車に乗

り換えるルートがあることがわかった。 

しばらく走ったら乗務員がベットを作りに来た。広さは十分だった。向かいは欧米人夫

妻だったが下段のベットに二人で寝たのを見て文化の違いを感じた。冷房が効き過ぎ

ることもなく。睡眠導入剤の助けを借りて眠りについた。 

     上下二段ベット          私の寝室 枕は進行方向 

翌日、車窓の風景に飽きて来て退屈した。斜め向かいの席に華人と思われる親娘がいた

ので話しかけた。予想通り華人で仏教徒だった。16 歳で中学 4 年生。私の中国語会話

練習の良き相手になってくれたが、彼女の中国語も完璧ではない。私の怪しげな中国語

の聞きとりは 53歳の父親がフオローしてくれた。 

華人学校ではなく公立学校に通学しているので、同級生はマレー人、華人、インド人。

外国語の科目は中国語と英語で小学生から学習する。授業時間は授、授業 7：30〜10：

40、休憩 10：40〜11：00、授業 11：00〜13：50。授業開始時間が早いのに驚いた。科

目は 10数科目と多く、商科など実業科目もあるという。将来の目標について聞いたら、

大学に進学しないで就職したいがどんな仕事に就きたいかまだ考えていない。とのこ

とだった。 

帰国後、ペナン島で無料バスにお世話になった御礼に彼女に消せるボールペンやキテ

ィ柄の文房具を送ることにした。郵送に際して会友の河村さんと山際さんからアドバ

イスを貰い無事届けることが出来た。 

13：35分頃、三時間遅れでバンコクのファランボーン駅に着いた。 

    華人の父娘（陳吉財／陳怡伶）       怡伶さんと記念写真 
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            バンコクのファランボーン駅 

Ｃ．夜行寝台列車の利得 

  寝台列車利用の利点は、①夜間に移動するので時間を有効利用できる。②ホテル宿泊費

が節約できる。③乗客と交流ができる。④航空機移動より安い。 

今回の場合、鉄道運賃が 112RM（約 3,808円）なのでペナン島の並みのホテルよりも安

い。ゲストハウスでも相場が 60RMなので 50RM（約 1,700円）程度でバンコクまで行け

ることになる。 

中国旅行では何度も寝台列車を利用した。最長は成都から北京まで二泊三日 30数時間

の乗車だった。 

 

３．カンチャナブリー 

Ａ．バンコクからカンチャナブリーへ 

  バンコクから「戦場にかける橋」のある町、カンチャナブリーへ行く交通手段は鉄道と

バスがある。泰緬鉄道の観光が目的なので現在も泰緬鉄道の一部が使用されている南

本線ナムトック支線で行きたいと思っていた。バンコクのトンブリー駅が始発で一日

に 7：45と 13：50の二本運行されている。しかし、バンコク着が遅れたので鉄道で行

くには一泊し翌日の便に乗らなければならない。観光時間を減らしたくないので路線

バスで行くことに変更した。ＭＲＴ（地下鉄）でスクンビットへ行きＢＴＳ（高架線）

に乗り換えてビクトリーモニメントへ。 

改札口で全員の手荷物検査をしていたが、

チャックを開けたカバンの内部を眺める

だけの形式的検査だった。 

ネット情報ではローカルバス駅は二カ所

あるのだが、詳細な地図情報のある方へ行

った。4番出口を出て右へ進むと SUZUKIの

看板が出ているビルがあり、その隣がロー

カルバス駅だった。バーツを使い果たした

ので乗車券を買えない。近くのショッピン

グセンターの二階の銀行で両替したが、探すのに手間取った。 
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乗車券 125B（約 440円）。荷物室のないミニバスでルーフキャリーが付いていなかった

ので荷物持ち込み料金を 100B（約 350 円）も取られた。座席の一部を荷物座席にする

のだから文句は言えない。後で写真を見て気づいたが料金表示は 120Bだった。差額の

5B（約 18円）は？？？？。ヤラレタカ・・。急ぐとロクなことはない。 

私の乗車で満車になったので、すぐ発車し一路カンチャナブリーへ。15：40発、18：30

着。到着したら日が暮れていた。バス駅と安宿のある観光地帯は少し離れているのでタ

クシーで向かうことにした。タクシー（ソンテウ）が声を掛けてきたので料金を聞いた

ら 100B（約 350円）。相場が分からないので別なタクシー２台に声を掛けたら同じ 100B

だったので協定料金だと判断し乗車した。 

 

Ｂ．カンチャナブリーの宿 

全く土地勘がない。安宿がある地域は分かるので、何時もの様にそこまでタクシーで行

って足で探そうと思った。小さな宿名を言ったら運ちゃんが分からない。ガイドブック

に載っているホテル「ロイ」の名前を言った

ら分かったのでそこまで行くことにした。 

クウェー川沿いのホテル街にある。路上で降

りようと思っていたら、宿の玄関前に車を乗

り付けた。一見、予算外のリゾートホテルな

のだが行きがかり上、フロントで値段を聞く

ことにした。別な宿を探す時のため、運ちゃ

んには料金を支払わないで待ってもらった。 

なんと一番安い部屋が朝食付きで一泊 750Ｂ（約 2,630円）だった。ネット予約したマ

レーシアの宿と同価格帯だ。旅の終わりにチュッピリ、リゾート気分を味わうのも悪く

ない。部屋を見せてもらったらこの料金なら超格安だと感じたので二泊することにし

た。次の上のランクの部屋は 850Ｂ(約 2,980円)で冷蔵庫付きだそうだ。二日後にチエ

ックアウトしたら、どうしたわけか 700Ｂ（約 2,450円）×2泊に割引かれていた。こ

こでセミロングステイするのも悪くないと思った。 

              二階の部屋だった 
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    大型ツインベット            プール付き 

     レストラン          パン・コヒー無料、卵は別料金 

 

Ｃ．カンチャナブリー観光 

ａ．タクシー契約 

カンチャナブリーの観光はクウェー川鉄橋周辺だけならばバイクタクシーや徒歩で回

れるが、それ以外の見所に行くならタクシーを使うことになる。チエックインしていた

ら、宿へ送ってくれたタクシーの運ちゃんがパンフレットを持って勧誘に来た。運ちゃ

んの英語は私同様に単語を並べるレベルだ。ホテルのフロントマンに入ってもらい観

光コースと料金を確認した。私が分からない所はホテルマンがスマホの辞書機能を使

って日本語の単語を表示しフローしてくれた。相手は宿泊客だ、ボッタクリはできない

だろう。言い値は一日貸切り（9時間）、走行距離が 150Kmまでで 1,200B（約 4,200 円）

だった。泰緬鉄道の遺構が残っているヘルファイア・パスも見たい。150Kmを越えるが

1,200BでＯＫだったのでチップ込みで契約した。 

コースは 9：00に出発し、・日本軍建立慰霊碑→・アートギャラリー＆戦争博物館→・

クウェー川鉄橋/列車→・タムクラセラー駅/アルヒル桟道橋→・ヘルファイア、パス博

物館。この他に両替屋に立ち寄ってもらうことにした。 

翌日、出発前に観光地点と料金を英語で書いたメモにサインさせ、後でトラブルが発生

しないようにした。いかつい格好をしていたが真面目な運ちゃんだった。 
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ｂ．日本軍が建立した慰霊塔 

  初めに、日本軍が昭和 19年 2月に泰緬鉄道建設で死亡した連合国軍兵士や労働者の御

霊を弔うために建立した慰霊塔に行った。建設に従事した捕虜、労働者が 20万人以上

で、その半数が死亡したそうだ。タクシーの運ちゃんは所在地が分からなかった。クェ

ー鉄橋まで徒歩 6〜7分、戦争博物館の隣にある。 

鉄道隊が苛酷な労働を科し、栄養失調や病気で亡くなった人達に懺悔するため建立し

たのだろう。碑文には「南方各国労働者及び俘虜の為・・」と日本の文字はないが、憎

悪の感情を増す慰霊塔ではなかったろうか。境内の壁には外国語でも刻まれていた。

（情報によれば英語、マレー語、タミール語、中国語、ベトナム語。） 

慰霊塔には板塔婆が立てられていた。新しい塔婆の日付は平成 27 年 6 月 10 日、大導

師の名前があるので日本の慰霊巡拝団がお参りしたのであろう。参拝していたら管理

人のおばさんが来たので参拝名簿に記帳し気持ばかりの献金をした。参拝名簿を見た

ら日本人参拝者は 22日が 24名、内、住所を「宮城県仙台市」と記入している人が 9人

いた。23日が 28名、24日が 21名、25日が 16名、26日が 3名だった。 

   

・慰霊塔 

・慰霊塔碑文（建立趣旨） 

・塔婆 

・お布施箱、記帳台 

・私も記帳しました 
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石碑を囲む四隅の壁の碑文（五カ国語中三カ国語分掲載） 

 

ｃ．アートギャラリー＆戦争博物館 

  戦争記念館の屋上からクウエー鉄橋全体が見渡せると言う情報があったので入館した。 

入場料 30B。日本軍が建立した慰霊塔の隣にある。 

 博物館の展示品は、陳列ケースが汚く雑然と陳列され、保存状態が悪く、しかも照明が

暗かったので見る意欲がわかなかった。機関車の保存状態は良かった。屋上からの見晴

らしは良かったが、その後に行った橋のたもとから見た景観の方が良かった。 

 

 

ｄ．両替 

  戦争博物館の付近に両替店が数軒あった。観光客目当ての貴金属店などがあるので

営業できるのだろう。宿代とタクシー代の不足代分を米ドルで両替した。1米ドル≒

35.2B。(１B≒3.46円相当)。 
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ｅ．クウェー川鉄橋 

  映画「戦場にかける橋」の舞台になった鉄橋で、カンチャナブリーで一番の観光名所

である。鉄橋を通過する列車を見たいので駅舎に行って時刻表を確認した。10：56着

だが 10分遅れの表示があった。 

  バンコクからこの駅までバスで来てタムクラセー駅まで乗車し、アルヒル桟道橋を

通過する観光客が多い。駅のチケット売り場とは別に特別車両 100B と 300B の席を

販売する窓口があった。到着まで時間があったので付近を散策した。鉄橋には待避所

があり、列車通過時も立ち入りが出来る。橋のたもとは公園になっていて鉄橋が見渡

せるので格好の写真撮影スポットである。到着した列車の写真を撮ってから公園に

移動し、鉄橋を渡る写真を撮った。 

  鉄橋は戦争末期に空爆で中央部が破壊されたが、戦後 1950年に日本が修復した。中

央部の修復された橋脚は形が異なり平行型橋梁になっている。 

     プラットホーム          チケット売り場 

        時刻表          特別車両チケット売り場 

修復された橋梁（並行型）     オリジナル橋梁（半円形型） 
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ｆ．アルヒル桟道橋 

次の見所はアルヒル桟道橋である。列車が岸壁を切り崩し崖すれすれに建設した木造

の桟道橋を走る。テレビ特番に出演した樽本小隊長が建設した工事区間である。 

旅行社催行ツアーはクウェー川鉄橋からタムクラセー駅まで乗車し車窓から眺めて車

でバンコクに戻るコースだが、桟道橋を走る列車は見れない。私もタクシーをタムクラ

セー駅に待たせて乗車することが出来たが、桟道橋を走る列車を見たい。クウェー川鉄

橋駅からタムクラセー駅まで列車で 45分だ。運ちゃんは車の方が早いと言うので車を

飛ばした。作戦大成功、タムクラセー駅に着いたら、まだ列車は到着していなかった。 

 桟道橋を見てから列車の到着を待った。徐行運転の列車が近付いて来た。乗客は車窓に

鈴なりである。秘境を走る列車をジックリ見ることができた。 
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ｇ．ヘルフアイヤー・パス・メモリアル博物館 

  この戦争遺跡の保存と博物館は捕虜となって使役されたオーストラリア人ＪＧ（トム）

モリス氏が提案し、オーストリア政府と民間資金の援助によって 1998 年に完成した。 

「パス」は線路を敷設するため岩山を切り通した所で「ヘルフアイヤー」は捕虜達が「痩

せおとろいた労働者を照らし出して揺らめく焚火」にちなんで名付けた超難工事区間

であった。 

カンチャナブリーから約 85Km離れているためツアーで訪れる観光客は少ない。タイ陸

軍の軍用地内にあるため、運ちゃんが通用門で通行許可を得てから園内に入った。  

博物館には日本語ガイドブックや日本語音声ガイド機の貸し出があった。館内には、泰

緬鉄道建設の歴史や様子、時代背景の説明パネルや写真、捕虜達が抑留中に手作りした

生活用品、戦後捕虜が描いた絵、日本が発行した紙幣などが展示されていた。また、屋

外の鉄道の遺構も良く整備され、保存状態が良く当時の状況が再現されていた。 

どちらも音声ガイド機が分かりやすく解説するので大変勉強になった。ＬＳＣの皆さ

んもここに足を運ぶことをお勧めします。 

入館料、音声ガイド機は無料だったので、気持ばかりの寄付をした。切り通を見ようと

館外に出る時、係員から備え付け雨傘の帯行を勧められたが持たないで出かけて大失

敗した。途中でスコールに出会い、木陰に入って雨宿りしたがズブ濡れになった。 
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      ゲート 

  



15 

 

    

左：ラジオは電波が届いたろうか。 

 

右：日本が発行した紙幣は流通した 

のだろうか。 

 

 

        

＊以下ヘルフアイヤー・パス 

枕木の遺構 

                        記念碑 
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タクシーを貸切り観光した翌日、カンチャナブリー駅からクウェー川鉄橋までの一区

間だけ泰緬鉄道に乗車した。駅は宿から歩いける距離だった。駅付近に連合軍共同墓地

があったのでそちらにも立ち寄った。 

 

ｈ．連合軍共同墓地 

  連合軍共同墓地は、ここの他にチョンカイとタンビュザヤにあるそうだ。ここは交通の

便が良いので観光客に人気があり、観光クチコミの順位は上位にある。 

  この墓園はすこぶる手入れが行き届いていており、気持ちよく参拝できた。慰霊塔には

数多くの献花があった。個人の墓碑の他に共同墓地に埋葬された兵士の慰霊碑があり、

氏名が刻まれていた。ネット情報では埋葬者 6,982名。内イギリス兵士：3,568名、オ

ランダ兵士：1,896名、オーストラリア兵士：1,362名である。 

丁度、作業員が墓碑の手入れしていた。作業服に CWGCの文字が見えたので帰国して調

べたら、イギリス連邦加盟国の軍役に就いた戦死者の墓地および記念碑を管理してい

るコモンウェルス戦争墓地委員会でイギリス、インド、オーストラリア、カナダ、ニュ

ージーランド、南アフリカの 6か国で構成される政府間組織だった。横浜にある英連邦

戦死者墓地も管理している。 

日本政府も海外に建立した慰霊施設の維持管理をしっかりやっているんだろうか。 

         入口門               記帳台  

                   墓碑  
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         墓碑              墓碑清掃作業 

        慰霊塔                献花 

献花に添えられたメッセージ           慰霊碑 

          共同墓地に埋葬された兵士の慰霊碑・名簿 
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ｉ．泰緬鉄道に乗車（カンチャナブリー駅～クウェー川鉄橋駅） 

カンチャナブリー駅からクウェー川鉄橋駅までの一区間だけ泰緬鉄道に乗車した。料

金は普通車で 100B。終点のナムトック駅までも同料金だった。観光客用に 100Bと 200B

の追加料金を支払って乗車するスペシャル車両があった。 

クウェー川鉄橋駅に到着してから、鉄橋の待避所に入り列車が通過するのを見た。事故

を起こす観光客が居ないので開放されているのだろう。安全管理にうるさい日本では

こんな体験は出来ない。 

    駅舎           窓口           チケット 

                 普通車両 

                ＋100B 車両     ＋300B車両：座布団付き 

待避所から進行してくる列車を撮影。半円形の橋梁は建設当初からの物である。 
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 ｊ．交通違反条例 

   連合軍共同墓地の入口門でパンフレットを配布していたので貰った。園内の案内か

と思ったら、レンタカーやレンタバイク利用者に対する交通違反条例の案内だった。

タイ語と中国語で併記されていた。禁固刑もあるのでレンタカーを利用する方は要

注意。 

 

＊免許不携帯運転 

禁固１ケ月以下又は罰金 1,000以下 

 又は禁固と罰金。 

＊ヘルメット不着用運転 

罰金 500B以下。 

＊速度超過 

罰金 1,000〜5,000B。 

＊飲酒運転  

禁固３ケ月以下又は罰金 1,000〜10,000B 

  又は禁固と罰金。 

 

 

ｋ．カンチャ―ナブリーのグルメ 

   宿の近くにレストランや小食堂があった。夜には屋台が開店した。 

レストラン         海鮮お粥：味はイマイチ 
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小食堂      巾広米麺炒め 35B（約 120円）：味はマズマズ 

         屋台           焼き鳥 10B/本：美味しい 

 

  ＊ビールの値段 

   ・シンハービール：中缶 60B（約 210円）（7&11から購入） 

 

ｌ．コンドミアム下見 

   宿の前の小路を入ったら、真新しいコンドミアムがあった。「Ｐ＆Ｐ Ｐｌａｃｅ」。 

管理人が居たので部屋を見せてもらい料金を聞いた。一泊 800B（約 2,780円）。 

トイレ、シャワー、ＴＶ、冷蔵庫付き、自炊設備はない。朝食は予約があれば作る。

空室は旅行社を通じホテルとして売り出している。予約が何件か入っていた。 

   長期滞在の料金は、これまで例がないのか管理人は分からなかった。帰国後 HPを見

たらタイ語ばかりで読めなかった。 
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４．バンコク 

Ａ．カンチャナブリーからバンコクへ 

  泰緬鉄道に乗車した後、バイクタクシーでホテルに戻った。30B（約 105円）。 

ホテルをチエックアウトし、前日使ったタクシーでバス駅へ。100B（約 350円）。気持

ちよく観光できたので、少額だがチップをあげたらすごく喜んでくれた。 

バス駅のチケット売り場はタイ語でしか表示されていないので分かりにくい。運ちゃ

んが手助けしてくれた。バンコクまで 110B（約 390円）。荷物は通路に置いたが、持ち

込み料金は取られなかった。12：25発、バンコクの戦勝記念塔側のバス駅に 15：30着。

約 3時間の乗車。乗車時間が来るときと同じで料金は安かった。 

 

Ｂ．バンコクからカンチャナブ―リー行の別なバス会社 

  バンコクに戻るバス会社の方が良かったので、バンコクに着いてからチケット売り場

を探した。ＢＴＳビクトリーモニメント駅の 4番出口を出て、行きのバス駅とは逆の左

方向に歩くと小さな路地にチケット売り場があった。カンチャナブ―リー行は鉄橋の

絵と英語併記があるのでわかりやすい。 

戦勝記念塔        カンチャナブ―リー行チケット売り場 

 

Ｃ．バンコクの宿 

 バンコクには一泊し翌日の深夜便で帰国する。日本人が経営するゲストハウス：JP 

GUESTHOUSEの地図をプリントアウトしていたので行って見た。 

場所は BTプロンポン駅 4番出口、ソイ 24/1 にあり交通の便は良い。部屋は三階の 6人

ドミ部屋。トイレ、シャワー共同。ロッカーなし、ベットに手元照明なし、価格は 600B

（約 2,100円）、日本人を相手にした価格設定だ。近くのユースホステルなら 400Bも出

せば泊れるはずだ。高かったが日本人宿に泊まる機会は少ないので、情報収集のため一

泊してみることにした。部屋が清潔、日本語が通じる、安全管理がしっかりしている、
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宿泊者が日本人ばかりなので安心感があるなどの利点があるので、旅慣れない人や女

性の一人旅には良い宿だと思うが、隣や付近に風俗店があり環境は良くない。 

長期宿泊者が居たので話しかけたら、住み込みの従業員とタイ料理の修行にきている

調理人だった。長期宿泊には割引があるようだ。 

 

Ｄ．市内観光：エラワン廟 

 

8月にテロ爆破事件のあったエラワン廟へ行って

見た。三度目の参拝である。高架歩道から降り

る通路が閉鎖されていたが、境内は以前と変わ

らない参拝客で溢れ、テロの影響は感じられな

かった。 

 

 

Ｅ．バンコク日本文化センターの図書館 

  観光名所の王宮や寺院は見ているので名所旧跡の観光はやめた。宿の従業員にのんび

りできる所がないか聞いたら、日本文化センターの図書館を紹介してくれた。場所は

ＢＴＳアソーク駅から徒歩５分、アソーク通り沿いのサミットタワー10Ｆ、日本政府

観光局（JNTO）と同じフロアにあった。久しぶりに日本の新聞を読んだ。冷房が効き

過ぎていたので長時間のんびりできなかった。 
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Ｆ．風俗街 

  宿の隣が風俗マッサージ店、店の前に女の子が客待ちしていた。話には聞いていたが、

バンコク 4回目にして初めてみた。4回中 2回、スクンビット駅近くのユースホステル

に泊まったが、有名なゴーゴーバー街のソイ・カウボーイには足を踏み入れなかった。 

爺様も男である。風俗マッサージ店を見て好奇心がムクムクと湧いてきた。一駅先なの

でゴーゴーバー街がどんな所なのか見に出かけた。 

日本にはない別世界の風俗街だった。100ｍほどの通りいっぱいに水着姿の女の子が客

引き、客待ちしている。一瞬たじろいだが、爺樣は勇気を出して足を踏み入れ、通りを

往復した。当然のことながら貧相な格好の爺様は見向きもされなかった。 
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Ｇ．ワットポー・マッサージスクール直営店（スクンビット校直営店） 

  爺様は健康マッサージの人気店、ワットポー・マッサージスクール直営店に行った。こ

こは二回目だ、場所は BTSプロンポン駅 3番出口、ソイ 39、宿から 5・6分の所にある。

タイで何度か健康マッサージ店に行ったが、ここの腕は確かである。日本人観光客に人

気があり日本語のメニューがある。前回は混んでいたので予約して出直したが、今回は

運よく待たずに出来た。タイマッサージを受けたかったが脊柱が心配なので、フットマ

ッサージにした。1時間 300B。チップを 50Bにし 350B（約 1,230円）支払った。 

 

Ｈ．スーパー「Ｆｕｊｉ」 

宿の近くに日系スーパー「Ｆｕｊｉ」があったので行ってみた。日本食食料品の品揃え

が豊富だった。日本人観光客向けタイ風味のお菓子と日清カップヌードル・トムヤンク

ン味、トムヤンクン調味料などを購入した。カップヌードル・トムヤンクン味は日本で

爆発的にヒットした風味の元祖である。 

さて困った。日本に持ち帰るバックがないのである。日本人店長に段ボールを貰えない

か交渉したら、快く適当なサイズを用意してくれた。スーパーの隣の雑貨店（タイの 100

円ショップ）からガムテープを買い、宿から荷造り紐を貰い荷造りした。 
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Ｉ．バンコクのグルメ 

 ａ．ソンブーンのプーポップンカリー（蟹のカレー炒め） 

   ソンブーンのプーポップンカリーは日本人の観光客に大人気のタイ料理である。20

時頃、ラチャター店に行った。MRTホワイクワン駅 3番出口直ぐ前。地元の客で賑わ

っていたが待たずに入れた。Sサイズとエビ料理を注文した。蟹料理は蟹の身と蟹味

噌、トロトロ卵がカレーソースと一体になり予想以上の美味しさだった。 

一人だとＳサイズでも十分な量だ。仙台では食べられない料理。さすがクチコミ情報

で高評価を得ている料理だった。蟹料理＋エビ料理＋ビール 1 本で 795B（約 2,800

円）は安い。 
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 ｂ．トンローの屋台街 

   トンローの屋台街は宿から BTSで一駅だ。前前回のバンコク観光時、好印象だったの

で行って見たが、路上の屋台はなく活気がない。賑わっていた店舗食堂でグリーンカ

レー・ソーメン 70Bを食べた。ビール 1本込みで 130B（約 460 円）。味はカレーとソ

ーメンが合わなくてイマイチ。宿で聞いたら屋台は撤去されたとのことだった。 

 

  ｃ．カルビーのカッパえびせん 

家内とチエンマイにセミロングステイした時、ビールのツマミに買った「カルビー

のカッパえびせん」がピリ辛で美味しかった。家内からお土産の注文があったので

探したら、コンビニのローソンにあったので自家用に爆買した。 

 

ｄ．日清カップヌードルのトムヤンクン味 

 

日本で大ヒットした商品の元祖をスーパー

「Ｆｕｊｉ」で見つけたので、自家用とお土

産用に爆買いした。帰国して日本製品と食

べ比べた。タイ製品は麺が細く味が付いて

いる。どちらも美味しいがタイ製はスパイ

シーで辛味が強い。 

 

       日本製     タイ製 
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   ＊関連情報 

    日清が日本でカップヌードル「シッガポール風ラクサ」を販売している。手軽に本

場のココナツミルク、ラクサ風味をチョッピリ味わえる。 

 

ｅ．タイの酒類販売時間 

タイでは酒類を販売する時間が制限されている。 

11：00〜14：00 と 17：00〜24：00。カンチャナブ―リーには「Big Buddha 

Day」なので、今日は酒を販売しないという店があった。 

 

５．帰国 

荷物が増えたので、宿の近くからタクシーを拾って空港へ。料金はメモするのを忘れた

が、高速道料金を含んで 300Bぐらいだったと思う。 

  中国人観光客の傍若無人ぶりには困ったものだ。チェックインカウンター間の通路を 

占領し荷物の移し替えをしていた。 

0：40 ほぼ定刻出発。7 時間のフライトで成田着。朝食の機内食は美味しくなかった。

成田で仙台行きに乗り換え、14時前自宅に帰着した。 

今回の旅は、交通網や宿泊設備が整備された観光地ばかりだったので、腰痛持ちの爺様

でも楽に一人旅ができた。 

＊＊爺さんの一人旅［シンガポール・マレーシア・タイ］完結＊＊ 


