
スクンビット

プルンチット通

線路

soi0 ■アンアンジャケットシューズ
クルンタイ銀行■

プルンチット・センター■ soi1
■ウアンイム
■ピザハット

soi2
ＪＷマリオット・ホテル/4■

JF無し↑
シャンパーニュ・クラブ■

バリーズバー■
ガソリン・スタンドの奥に『セブン・イレブン』■ ■ナナスクエア

ソイナナsoi4 soi3（南行一方通行）
交番■

■オープリアンズカフェ
マジェスティック・スイーツ/110■ soi3/1

■サイアム銀行
郵便局■ ■ニューヨークピザ

サブウェイ■ ■好運点心
■ナイラートビル

トップインホテル■ ■トニーローマ
パークインホテル■ ■イタリア料理『ポモドーロ』

■スター・バックス
ランドマークホテル/138■ soi5

↑JFはBt1,000。タイ料理・ニパ、 ■タイ料理ソイ５
日本料理・菊乃花、中華・水仙 ■チェックインバー

■インド料理ブカラズ
ツー・パシフィック・プレイス■ ■雑貨プーファー

soi7
■ナナ駅１番出口

ナナ駅2番■ ■イタリア料理ポモドーロ

soi6 soi7/1
↑エデン

■サブウェイ
コンビニ■

ナナ駅４番■ soi9
■パスタ＆ヌードル
■シティ・ロッジ

インディア・トゥデイ■ ■クリシュナーズ
soi8 ■ナナ駅３番

サイアム・イン■ soi11
■レバノンハウス
■コンビニ

C&Pテーラー■ soi11/1
ベンジャ■ ↑ミセスバルビーズ

ナイブリスバー■ ■リージェントレジデンス
バス停■

バンコク銀行■
チューイットガーデン■

■SCB銀行
soi13

チューイットガーデン■ ■マイアミホテル
soi10

皮革製品トニー■
産毛抜きVINO■

サイアム・セラミック/202■ ↓テルメ
クラブ『カンガルー』、キング＆アイ・マッサージ↓ ■ルアムチット・プラザ

↓韓国焼肉『ガボレ』『ドゥレー』『カンハンルー』、

スクンビット・プラザ■ ■食堂『栄利』 
soi12 soi15

バリューマート■ ■ホテルS15/217
リーダープライス■

インド料理パソウド■ ■イサンアレン
バス停■ ■アジアブックス

インド系エステ『ビーボ』■ ↓ツインズカフェ

↑れんがやろばた、マクドナルド、ベルサ



スクンビット

タイムズ・スクエア/246■ soi17
  ↑11階『H.I.S』 ■ロビンソン

4階旅行社『プログラムＤ』↑
３階『マイスパ』↑

２階ネット・カフェ↑
中華『ジャスミン』、コカ、雑貨・ナラカン↑

シェラトングランデスクンビット/250■ ↓JFはB1,000
JF無し↑ ■ウェスティン・グランデ・スクンビット・ホテル/259

皮製品『リュウ・ブタリー/280-282■ soi19
アソーク駅２番■ ■アソーク駅１番

仕立タニカ■
アユタヤ銀行■ ■セブン・イレブン

中華料理トンキー■
soi14 ■ボルボショールーム

ハンドレッド・チルドレン・カフェ■
ブラックスワンパブ■

アソーク駅４番■ ■アソーク駅３番(3番同士でつながっている)
スポーツ・アカデミー・バー■ ■パフ＆パイ

シーフード・パレス■ ■スクンビット駅３番
ラチャダーピセーク通 soi21アソーク通

｜ここからsoi16
エクスチェンジタワー■ ■印料理カシュミール

soi16へ タイ銀行■
雑貨スバゴン■

コンビニ■ ■GS
soi18 soi23

レスサス■ ■ジャスミン
バス停■ ■バス停

■グラスハウスビル
soi25
■レンアンティーク
■ニューシーファーシーフード

soi20 soi27
コンビニ■ ■工事中
バス停■ ■バス停

コンビニ■ ■インターフローラ
soi22 soi29

バー『フライヤーズ』■ ■/519
■/523,525
■センターポイントマッサージ
■/539
■/541
■/543
■＠ホーム

タイ料理『ティップ・トップ』■ soi31
■フェニックスタワー
■/563
■ジュークボックス・クラブ
■『ラジャエンタープライズ

↑2Fマッサージ『アリス』 スペシャル、チップ込みの安心料金。
アイリッシュ・パブ『ダブリナー』/440■ ■バス停

■マンボ/496 ■『第一マッサージ
タイダヌ銀行■ ■セブン・イレブン

ピザ・カンパニー■ soi33
■ＫＦＣ
■24時間スーパー『ビラマーケット』
■サブウェイ

ベンチャシリ公園■ soi33/1
■ノボカフェ

■ロビンフッド
■ピーターパン
■日本料理『霧島』 
■プロンポン駅５番

プロムポン駅６番■ soi35
エンポリアム・タワー/622■ ■BTSプロンポン駅１番

プロムポン駅２番■ ■日本堂ジュエリー
中華『グレート・シャンハイ』/648■ ■関西うどん『一休庵』/635-637

ナラヤ■ ■高級和食『本匠』/639-641



スクンビット

soi24 ■『ロイヤル・ボーンチャイナ
ロムラウィンエステ■ ■プロンポン駅３番
プロムポン駅４番■ ↓チャップリン

ホテル『24イン』■ soi37
■コカ

■恵利香
元バロン■ soi39

ＵＯＢブック■ ■籐家具タイホーム
キッチン新潟/692■

soi24/1
 ↑『松茸マッサージ』『エンジェル・マッサージ』居酒屋『嬉楽』、

その２階にスナック『サチ』

soi26
タイ料理『マンゴ・レイン』/702■

エディワンヘアサロン■
ココ・マッサージ/714/5■

カフェ『ドーサ』■ soi41
■ミラクル・モール

soi28 ■バス停
■ネット・カフェ(日本語可能)
■トヨタ

soi30 soi43
■『バンコク銀行』/787

フィリピン大使館■ soi47
セーンチャイ■

■クルンタイ銀行
soi32 soi49

レックス・ホテル/762■
JF無し↑ ■画廊『アコ・ギャラリー』

ガラス雑貨サムシング・ファイン■
チャワラー■ ■バス停

バス停■ ■コンビニ
soi34 soi51

カルテックス■ ■家具リム
シーフード・ＢＢＱ■ ■ビューティーカフェ

■ティフォシ
soi＞soi51に続く

soi36 soi53
GS■ ■センスコスメアロマ

トンロー駅２番■ ■トンロー駅１番
郵便局■ ■ハタイマッサージ

セブン・イレブン■ →グランドタワーイン
タイ・マッサージ『カノック・ウェート』■ ■タイ銀行

お祭り/800/1■
チューリップマッサージ■ ■セブンイレブン

■居酒屋『ちょっと』/800/5
トンロー駅４番■

soi38 ■トンロー駅３番
↑チューリップ・マッサージ』/806/2-3 ■カオマンガイ

交番■
スクンビット・シャークフィン/836■ soi 55（トンロー通）

SKタワー■ ■お粥とシーフード『ラーン55』
コロシアム/906■ soi57

家具ピコティープラス■ ■トンロー市場
soi40 ■カシコン銀行

ユネスコ■ ■GS
バス停■ soi59

■三菱クライスラー
科学博物館■ ■フラートン

■ファミリーマート
soi61

プラネタリウム■ ■メジャー・シネプレックス
本文房具■ ■カノックウェートマッサージ

■コンビニ
東(エカマイ)バス・ターミナル■ soi 63（エカマイ通）

エカマイ駅２番■ ■エカマイ駅１番
工事中■ ■バーン・ライ・カフェ

soi42 ■ホンダショールーム
工事中■ ■パブリックヘルスセンター



スクンビット

エカマイ駅４番■ ■エカマイ駅３番
フォンデュ・ハウス/980■ ■ワットタートン

TMB銀行■ ■セブンイレブン

soi44 ■スクンビット病院
■ブルーウェブネットカフェ
■アユタヤ銀行
soi67

プラカノン駅2番■ ■プラカノン駅１番
■タイシンスクエア

マナカフェ■ ↑しゃぶしゃぶ・すきやき『秋吉』/1521
バス停■

プラカノン駅４番■ ■プラカノン駅３番
■ファミリーマート

ラマ４世通soi46 soi69
■カシコン銀行
■バス停
soi69/1
■郵便局
■ピザハット

バンコク銀行■ soi 71(プラカノン通)
ソムラック・ムーガタ■ ■セブン・イレブン

ファミリーマート■
バス停■

soi48 ■バス停
■TMB銀行
■プラカノン船着場

プラカノン運河
高速道路の高架

soi77オンヌット通
バス停■ ■警察署
水道局■ ■消防署

セブンイレブン■ ■GS
カセム・スワン通soi 50 soi79

■リトルビット
オンヌット駅２番■ ■バス停

ロータス■ ■BTSオンヌット駅１番
マクドナルド、ＭＫ↑ ■セブンイレブン

オンヌット駅４番■ ■BTSオンヌット駅３番
soi81


