
オンライン予約システム（Royal e-Booking）ご利用の流れ 

旅行者情報登録～購入まで 
 

STEP５ 旅行者情報の入力・登録 

 

*印のついた項目は必須項目です。 

 

①タイトル（Mr.や Ms.など）、パスポートに記載されている通りの下のお名前、ご苗字（姓） 

の順に入力して下さい。 

※航空券のご購入後に、タイトル、氏名のスペル、また名・姓の順序の訂正をされる場合、交換発行（手数料要）が必要となります。 

この部分は特にご注意いただき、ご入力お願い致します。 

 

 

必要事項の入力後、「旅行者情報の確定」

ボタンをクリックして下さい。 



②スターアライアンス加盟航空会社のマイレージカードをお持ちの場合、番号をご入力ください。 

尚、積算比率・積算対象クラスは、ご入会されているスターアライアンス加盟航空会社で規定が異なります。 

詳細は、お手持ちの各マイレージカード加盟航空会社にご確認ください。 

③E メールアドレス、自宅電話番号等の連絡先情報をお知らせ下さい。 

 ご入力いただいた E メールアドレスにご予約内容と E チケットの控えが送付されます。 

 ※ご搭乗いただくフライトに変更等が発生した場合にご連絡を差し上げる場合がございますので、 

 正しい内容を入力して下さい。 

④ご旅行中の連絡先をご入力下さい。 

 ※復路便の変更があった場合など、こちらに連絡致しますので、正しい情報のご入力お願い致します。 

⑤登録内容の保存 

 こちらにチェックを入れますと、この入力内容を今後も利用できるように保存します。 

 ※ご利用のパソコンの Cookie（クッキー）に一時的に情報を保存する方式です。 

 お客様の設定によってはご利用できない場合や前回の情報が削除されている場合もございます。 

⑥座席および機内食のリクエスト 

 こちらにチェックを入れますと、次の画面で機内食と座席のリクエストができます。 

 チェックをしなかった場合、STEP６・７は飛ばして STEP８航空券購入 終確認画面が表示されます。 

 

 

STEP６ 特別機内食のリクエスト 

 

宗教上または健康上の理由で特別なお食事をご希望のお客様のために、各種の特別機内食をご用意致してお

ります。必要が無ければ、「通常のお食事」を選択して下さい。 

※事前特別機内食指定は、出発 48 時間前まで可能です。出発 48 時間以内の特別機内食の指定は、リクエストでのお預

かりとなり、確約されたものではありません。当日チェックイン時にご確認ください。 

 

 

「 座 席 の 選 択 」 を ク リ ッ ク す る と

STEP7 の画面が表示されます。 



 

STEP７ 座席の選択 

 

画面右側に、ご購入いただく航空券で選択可能な座席がアイコンで表示されます。 

「指定可能席」のアイコンをクリックされますと、「座席指定」のボックスに座席番号が自動的に入力されます。 

または、手動で「座席指定」のボックスに座席番号を入力していただくことも可能です。 

「座席を保存」ボタンをクリックされますと、STEP６の画面に戻り、選択した座席番号が「座席」ボックスに表示さ

れているのがご確認いただけます。 

※ V/W クラスの事前座席指定は、座席番号 50 番 より後方を、また、A380 機材は、座席番号 50 番より後方の 1 階席か

らお選び頂けます。(便・路線により規定座席番号が違う場合あり）、前方の座席(A380 機材の場合 2 階席)をご希望のお客

様は、事前座席指定をなさらずに、チェックインの際にお申し付けください。空席状況によりご案内させていただきます。 

※機材変更、その他やむを得ない理由により、予告なしに座席が変更になる場合があります。 

事前座席指定は、出発 48 時間前まで可能です。 

出発48時間以内の座席指定は、画面のシートマップをクリックしてご選択頂けますが、リクエストでのお預かりとなり、その

座席番号は確約されたものではありません。当日チェックイン時にご確認ください。 

 



STEP８ 航空券購入 終確認画面 

 

「購入券購入内容」・「支払い方法」・「利用規定」が表示されますので、内容をご確認下さい。 

※日本発の航空券の場合、「支払い方法」は「クレジットカードでのオンライン決済」のみとなりますので自動的

にその内容が表示されます。 

①「購入条件」および「免責事項」をクリックして、内容をご確認の上、よろしければチェックボックスにチェックを

入れて、「購入する」ボタンをクリックして下さい。 

②表示された内容に誤りがある場合、「やり直し」をクリックして下さい。 初から選択しなおしとなります。 

※途中の画面上の「やり直し」をクリックした場合も、同様に 初の選択フォームに戻ります。 

 ブラウザの「戻る」ボタンをクリックして進めた場合、購入不可能ですのでご注意下さい。 

③「諸条件の確認について」の「免責事項」をクリックすると、本社 HP 上の英文が表示されます。 

 フッターの「航空券のご予約、発券とご利用条件」をクリックすると、「免責事項」の日本語訳が表示されます。 

※内容に相違があった場合、弊社本社サイトにある英語版が正しいとみなされます。 

 

「諸条件の確認について」にチェックを入

れ、「クレジットカード情報へ」をクリック

すると次の画面に進みます。 

① 

② 

③ 



【購入条件画面】 

  
 

【免責事項画面】 ※英語のみ。日本語訳はフッターの「航空券のご予約、発券とご利用条件」からご確認下さい。 

 

 



STEP９ クレジットカード支払い画面 

 

  

① ご利用可能クレジットカード 

弊社オンラインでのご購入は、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌発バンコク直行便利用の運賃の場合、 VISA / MASTER / JCB を

ご利用頂けます。他運賃については、ご利用になれるクレジットカードがそれぞれ異なります。ご購入画面にてご確認ください。 

なお、コーポレートカードはご利用になれません。 

② カードの番号 

③ カード名義人 

④ 有効期限  

⑤ CVV/CVC2 

⑥ カード発行国 

⑦ カード発行会社 

 

＊ お支払いは、ご搭乗者本人名義のクレジットカード・デビットカード (パスポート氏名と同じ) となり、チェック

イン時にご提示頂きます。 ご提示がない場合は、ご搭乗頂けませんのでご注意ください。 

 (ご搭乗者本人名義のクレジットカード・デビットカードでない場合は、所定のお手続きが必要になります。日本地区でのお手続き方

法は、クレジットカード支払い画面右上にある Language Help をクリックして、お手続きをご確認ください。) 

（注） －ネット銀行等で一時的に発行されるクレジットカード・デビットカード(別名：バーチャルクレジットカード、e クレジットカード、ワ

ンタイムデビット等）は、ご利用いただけません。 システムでは、通常のクレジットカード・デビットカードとの判別ができないため、ご購

入が完了しますが、クレジットカード原本のご提示によるご本人様確認が出来ない為、ご搭乗を受け付けることができません。 

十分にご注意ください。 

①～⑦を選択・入力後「支払いを確定する」

ボタンをクリックして下さい。オンラインショッ

ピング認証サービスにご登録でないお客様

は、購入完了となります。 

① 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 

※クレジットカード・デビットカード番号を入力し、「支払いを確定する」を

クリックした後、画面が更新されない場合、または、エラーメッセージが

表示された場合は日本地区コールセンターにご連絡下さい。 

再度「支払いを確定する」をクリックされますと、航空券が複数発券され

てしまう原因となりますのでご注意下さい。 

⑦ 

② 



 

【CVV 番号とは？】 

 

 

 

 

VISA/MASTER/JCB オンラインショッピング認証サービスにご登録のお客様へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード番号を入力し、VISA/MASTER/JCB オンラインショッピング認証サービスにご登録でないお客様

は、「支払いを確定する」を、また、認証サービスにご登録のお客様は、「送信」をクリックしたその時点で自動的

に、発券＝決済されます。 

※予約完了直後コールセンターにお電話いただいた場合でも取消し・訂正には所定の費用が必要となります。 

 

 

 

 

 

すでに認証サービスにご登録のお客様は、クレジットカード

のデータを入力後、「支払いを確定する」ボタンをクリックす

ると左の画面に切り替わります。 

金額を再度ご確認いただきパスワード入力後、「送信」をク

リックで購入完了となります。 

 

オンラインショッピング認証サービスにご登録のクレジット

カードでご購入のお客様は、チェックインにてクレジットカー

ドのご提示の必要がございませんでしたが、2011 年 9 月

13 日以降、同サ－ビスにご登録のクレジットカードでご購

入のお客様も、チェックインにてそのクレジットカードのご提

示が必要となりました。ご提示がない場合は、ご搭乗頂け

ませんのでご注意ください。 
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STEP10 旅程表の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカードによる支払い情報入力がすむと、旅程表（予約確認書）が表示されます。 

E チケット適用区間の航空券予約・クレジットカード決済のお客様は購入まで完了となります。 

後ほど変更やキャンセルをされる場合に予約番号が必要となりますので、表示画面を印刷することを 

お勧め致します。 

Carbon Offset（二酸化炭素相殺）プログラムに

参加される方はこちらをクリックしてください。 

→詳しくは 終ページを参照のこと 



 

STEP１１ 旅行日程表(Confirmation mail)の自動送付 

ご予約完了後、旅行日程表（日本語）と Confirmation mail（英語）の 2 通が E メールにて自動送信されます。 

<net.flightrsvn@thaiairways.com からの E-メールとなります> 

簡単な旅程と決済に関する注意の文書です。尚、オンライン予約時・出発４８時間以内の座席・機内食指定は、

リクエストでのお預かりとなっております。 

画面でご選択頂いた座席番号・機内食は確約されたものではありませんのでご注意ください。 

旅程日程表の座席番号欄・機内食欄にチェック印がない場合は、リクエストでのお預かりとなっております。 

当日チェックイン時にご確認ください。 

 

 

 

STEP１２ E チケットお客様控え（Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt） 

ご予約完了後 72 時間以内に E チケットお客様控え（Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt）が送信され

ます。 <emailserver2@pop3.amadeus.net からの E-メールとなります> 

ご出発の際には、その E チケットお客様控えを印刷の上、当日チェックインカウンターにご持参ください。 

 

※ご搭乗の際、空港チェックインカウンターにて以下の 3 点の提示が必要です。 

① パスポート 

② 支払いに利用したクレジットカード・デビッドカード（注） 

③ E チケットお客様控え（Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt） 

本人確認の上搭乗券をお渡し致します。 

（注）ネット銀行等で一時的に発行されるクレジットカード・デビットカード(別名：バーチャルクレジットカード、e クレジットカード、ワンタ

イムデビット等）は、ご利用いただけません。 システムでは、通常のクレジットカード・デビットカードとの判別ができないため、ご購入

が完了してしまいます。 十分にご注意ください。 

 

※入国または乗り継ぎの為に必要な書類（ビザ、パスポートの残存日数など）に関してはお客様ご自身で関係国の公的機関に

ご確認ください。必要書類に不備がある場合はご搭乗いただけません。 

 



【その他の注意事項】 

※各手順での詳細な注意事項は Royal e-Booking の操作画面上に表示されます。 

 

※ひとつの画面操作を約１０分以上中断された場合は、システムの操作時間終了（タイムアウト）となり、再度、 初からご予約

操作をしていただくことになります。その場合、残席状況が変わってしまうこともございますので、ご注意ください。 

 

※クレジットカードによるオンライン決済について 

   オンライン予約システム（Royal e-Booking) にてお申し込み頂いた航空券は、e-Booking 完了後、出発国通貨にてオンラ

イン発券精算されます。万が一、e-Booking 完了後７２時間以内に、e-メールにて e-チケットが届かない場合**は、お手数です

が、コールセンターまでご連絡ください。 また、出発国通貨にて契約の無いクレジットカード会社もございます。その場合、その

出発国支店より、e-メール等でご連絡差し上げることがございますのでご注意ください。 

 

**旅行日程表(Confirmation mail)の自動送付 (旅行日程表/日本語と Confirmation mail/英語) の 2 通が、  

<net.flightrsvn@thaiairways.com> から、その後、E-チケット(Itinerary Receipt)が、 <emailserver2@pop3.amadeus.net>

からの e-メールとなります。 

e-メールが届かない場合は、ご利用の PC が、これらのアドレスからの e-メールを迷惑メールとして自動的に設定している場合

がございます。お手数ですがご利用の PC の設定をご確認ください。 

 

※オンライン決済できない国発の航空券  

  出発国の規制によりオンライン決済できない国発の航空券がございます。(例：カトマンズ発、クエート発など） 

その対象国発の航空券は、クレジットカード情報入力の画面が表示されず、e-Booking が完了されます。 

e-Booking 完了後７２時間以内に出発国弊社支店でのみのご購入となりますのでご了承ください。 

 

※e-Booking では出発の 72 時間以内の予約、また、特別な手配が必要な航空券 (例： お子様一人旅、単独歩行が困難な方、

重症病人の方等 )は、 e-booking はご利用になれません。 コールセンターでの予約・発券となります。出発、営業日１０日前ま

でにご連絡下さい。 ( 手配料の他に航空券発券手数料別途要 ) 

 

※ 払い戻しは、弊社バンコク本社にて、ご購入の際にご利用のクレジットカード会社を通じての精算となります。 

払い戻しの受付は、日本地区コールセンターで承ります。(オンラインでのお手続きはできません) 

返金までの日数は弊社バンコク本社で払い戻し手続き処理を行った日とクレジットカード会社の締切・返金処理手続きのタイミ

ングにより、２～3 か月程度のお時間を頂いております。 

また同様に、タイミングによっては、ご利用金額が一旦全額引き落としされた後日に、払い戻し手数料を差し引いて残金が払い

戻される場合と、引き落としと払い戻しが同時に精算され、払い戻し手数料のみが引き落とされる場合がございます。予めご了

承ください。 

尚、運賃種類によっては払い戻しができない航空券もございますのでご注意ください。 

 

※ Carbon Offset に関しては次のページをご覧ください。 



【Carbon Offset】 

  

タイ国際航空では、Carbon Offset（排出する CO2 の量に見合う金額を、CO2 削減の対策費用として社会貢献す

ることで、排出量を相殺する環境保護の取組み）のプログラムを導入し、航空券購入時に都度お支払いいただく

ことが可能です。このプログラムに参加されない方は、入力の必要がございません。 

 

※一旦クレジット情報を入力し「Continue」をクリックされますと、キャンセルはできませんのでご注意下さい。 

  

Carbon Offsetプログラムに参加される方

はクレジット情報を入力し、「Continue」を

クリックしてください。航空券代のほか

に、表示の金額が請求されます。 


