
請保持冷靜。我們會保護您的安全。

โปรดอยูใ่นความสงบ
พวกเราจะดแูลความปลอดภยัของคณุเอง

请保持冷静。我们会保护您的安全。

我們會透過這本手冊來為您指引。

ขอแนะนําใหใ้ชแ้ผ่นพบันี�

โดยการชี �ที�ขอ้ความ

用这本手册以手指的方式与您沟通。

Nearby hospital　附近的醫院 / 附近的医院  โรงพยาบาลที�อยูใ่กลเ้คยีง

Pharmacy, drug store, convenience store　藥局、藥妝店、便利商店 / 药房、药妆店、便利店  รา้นขายยา/รา้นดรกัสโตร/์รา้นสะดวกซื �อ

Taxi company　計程車公司 / 出租车公司   บรษิทัแท็กซี�

ศนูยห์ลบภยั/พื �นที�หลบภยัช ั�วคราวที�อยูใ่กลเ้คยีง
附近的避難所、避難場所 / 附近的避难所、避难场所  

Remain calm. We will 
keep you safe.

I'll communicate with 
you using this booklet.

緊急対応と会話集

福島県

近くの避難所・避難場所

薬局・ドラッグストア・コンビニ

いざという時のための連絡先メモ欄

■メモを渡す時などのために、ローマ字で記入しておくと便利です。

■店舗スタッフが確認する時のメモ欄

4言語
対応

お問合せ先：福島県観光交流局観光交流課　TEL.024-521-1111（代表）

名称：

住所/ Address：

TEL：

名称：

住所/ Address：

TEL：

名称：

TEL：

URL：

名称：

住所 / Address：

TEL：

住所/ Address：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名称：

名称：

交通機関連絡先（駅・鉄道会社・バス会社）

市役所等役場

近くの病院

タクシー会社

Nearby evacuation site/evacuation area

TEL：

外国人観光客を災害から守る

落ち着いてください。
私たちがあなたの安全を守ります。

この冊子を使って、
指でさしてご案内します。



請問發生了什麼事？/您怎么啦？
เกิดเหตุอะไรขึ้น

ケガ・急病のSOSサイン 症状・状態に合わせて対応

●外国人観光客の状態 ●対応のポイント
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ふだんから覚えておきたいケガ・急病の対応ポイント ケガ・急病人がかけ込んできたら 役立つ会話集

Please point to where it hurts. 
You can show me using the 
illustration to the left.

What is the matter?

Injury
受傷/受伤
บาดเจ็บ

Palpitations / 
Short of breath
心悸、呼吸急促

心悸、气促
ใจสั่น/หายใจไมทัน

Fever
發燒/发烧
มีไข

Nausea
想吐/恶心
คลื่นไสอาเจียน

Potential infection 
symptoms
有疑似傳染病的症狀

有疑似传染病的症状
อาการปวยที่คิดวา
เปนโรคติดตอ

Pain
疼痛/疼痛
เจ็บปวด

Do you want to go to a pharmacy?

Can you move without assistance?

I'll call an ambulance. 
Please stay here. Don't move.Shall I call a taxi?

請問您能自己行動嗎？

เคลื่อนไหวเองไดหรือไม
您自己能动吗？

我會為您叫救護車。請在這裡靜候片刻。

เราจะเรียก
รถพยาบาล
กรุณารอสักครู 
อยาขยับไปไหน

给您叫救护车。请在原地等待。

請問您哪裡痛嗎？請您在左頁插圖上或

身體上指出疼痛的位置。

คุณเจ็บตรงสวนไหน
โปรดชี้ที่รางกายของคุณ
หรือชี้ที่ภาพในหนาซายมือ

您哪儿疼？请用手指指出左页插图上
或身体上的疼痛部位。

請問您要去

藥局嗎？

คุณจะไปราน
ขายยาหรือไม

您去药房吗？

Do you want to go to hospital?
請問需要去醫院嗎？

คุณจะไปโรงพยาบาล
หรือไม

您去医院吗？

請問需要叫計程車嗎？

คุณจะเรียกรถแท็กซี่
หรือไม

给您叫出租车吗？

ケガ・急病
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地震発生時（余震がある時）

揺れがおさまる
避難する

その場にとどまる

沿岸部では

津波注意報が出たら

津波警報が出たら

●外国人観光客の特性と、考えられる行動パターン

●対応のポイント
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ふだんから覚えておきたい地震・津波時の対応ポイント

An earthquake has struck. 
Please remain calm. An aftershock may occur. Protect 

yourself by getting under a table or 
other furniture.

I'll make sure the building is safe. 
Please stay here.

Are you injured?

อาจจะเกิดการสั่นไหวอีกครั้ง
กรุณาดูแลตัวเอง โดยใหหลบใตโตะ ฯลฯ

請問您有受傷嗎？

มีบาดแผลหรือไม
您有受伤吗？

在地震。請保持冷靜。

ขณะนี้เกิดแผนดินไหว
โปรดอยูในความสงบ

这是地震。请您保持冷静。

可能还有余震。
请您钻进桌底等处躲避，
保护自身安全。

我們將進行建築物安檢。請待在那裡。

เราจะตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร
กรุณารออยูในพื้นที่นั้น

需要检查建筑物的安全。请待在原处。

地震・津波 揺れがおさまったら

Do not leave the building until 
safety has been confirmed.

This building is safe, even if 
more tremors occur.
即便這棟建築物之後有晃動情形，

這裡亦是安全的。

แมอาคารอาจเกิด
การสั่นไหวได
หลังจากนี้
แตสถานที่นี้
ปลอดภัย

即使以后建筑物出现晃动，
这里也很安全。

直到確定安全為止，請勿外出。

อยาออกไปดานนอก
จนกวาเราจะตรวจสอบ
แลววาปลอดภัย

在确定安全之前，请勿外出。

役立つ会話集

可能還有餘震。請躲在桌子等遮
蔽物下，保護您自身的安全。
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The power is out, so 
electricity cannot be used. It may take some time to 

restore the power.

It may take some time to 
restore the water supply.The water supply is cut off, so water 

and lavatories cannot be used.

We don’t know any details about 
when it will be restored yet.

I'll introduce you to a 
multilingual information site.

恢復電力仍需一些時間。

ตองใชเวลาสักพัก
จนกวาจะซอมไฟฟาได

目前斷水中，無法用水或如廁。

ใชนํ้าและหองนํ้าไมได
เนื่องจากถูกตัดน้ำ

目前断水中，不能用水或厕所。

目前尚無恢復的跡象。

ยังไมทราบถึงการคาดการณเรื่อง
การซอมแซม

恢复时间待定。

目前停電中，無法使用電力。

ใชไฟฟาไมไดเนื่องจากไฟดับ
目前停电中不能用电。

修复通电可能还需要一点时间。

恢復供水仍需一些時間。

ตองใชเวลาสักพัก
จนกวาจะซอมนํ้าประปาได

恢复供水可能还需要一点时间。

多語言的資訊網站指引。

ขอแนะนําเว็บไซตขอมูลที่รองรับหลายภาษา
介绍提供多语种服务的信息网站。

We are currently checking for 
damage in the surrounding area.

Follow instructions issued by 
employees.

Watch your step and look out for 
falling objects when stepping outside.

Do not use the elevators.

Follow me as I lead you to the 
emergency evacuation site.

請聽從從業人員們的指示。

กรุณาปฏิบัติตามคําชี้แนะของพนักงาน

外出時，

請注意腳邊或頭上。

โปรดระวังพื้นและเหนือศีรษะ
ขณะเดินเมื่อ
ออกไปขางนอก

外出时，
请注意脚下或头顶。

I'll explain the traffic conditions.
交通資訊指引。

เราจะขอแนะนําสภาพการจราจร
交通信息指南。

請勿使用電梯。

อยาใชลิฟต
请勿使用电梯。

目前正在確認附近的災情。

กําลังตรวจสอบสภาพความเสียหายรอบๆ
正在确认周围的灾情。 请听从员工的指示。

請跟著我們前往緊急避難處。

เราจะนําทางไปยังพื้นที่
หลบภัยฉุกเฉิน
กรุณาเดินตามมา

前往紧急避难所，
请跟我来。

移動・避難する時 ライフラインの状況説明 役立つ会話集役立つ会話集
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台風接近・通過中

避難できないのであれば、
その場にとどまる

避難勧告が出たら

事前に災害が予想できる場合

●外国人観光客の特性と、考えられる行動パターン

●対応のポイント
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ふだんから覚えておきたい風水害時の対応ポイント風水害

這棟建築物是安全的。

請留在這裡。

这栋建筑物很安全。
请您待在这里。

外面風雨激烈，相當危險。

請勿外出。

外面狂风暴雨很危险。
请勿外出。

颱風逼近中。請勿外出。

台风即将来临。请勿外出。

目前風雨暫時偏小，

但颱風尚未撤離。

风雨暂时减弱，
但台风正在通过。

已經發佈避難警報。請避難至附近的避難所。

已发布避难警报。请到附近的避难所避难。

1樓可能有淹水情形，請避難至上方的樓層。

1层可能会浸水，请到高层避难。

風水害の時 役立つ会話集
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A typhoon is approaching. Avoid 
leaving the building.

พายุไตฝุนกําลังเคลื่อนตัว
เขามาใกล
กรุณาเลี่ยงการออกไปขางนอก

The wind and rain have temporarily calmed 
down, but the typhoon hasn't passed yet.

Powerful wind and rain make it 
dangerous outside. Please stay 
inside.

This building is safe. Please stay inside.

A flood warning has been issued. 
Evacuate to a nearby evacuation site.

There may be flooding on the first floor. 
Please evacuate to the upper floor.

เกิดลมและฝนขึ้นชั่วคราว
และอยูระหวางพายุเคลื่อนตัวผาน

ขางนอกมีอันตรายจากลมแรงและฝนตกหนัก
กรุณาอยาออกไปขางนอก

ในอาคารนี้ปลอดภัย
จึงควรอยูที่นี่

มีการออกคําสั่งแจงใหอพยพแลว
กรุณาหลบภัยไปยังศูนย
หลบภัยที่อยูใกลเคียง

โปรดหลบภัยไปที่ชั้นบน
เพราะมีโอกาสที่
บริเวณชั้น 1 
จะถูกนํ้าทวม



已經發佈大雪警報。相當危險。請勿外出。

已发布大雪预警。室外危险，请勿外出。

請留意從屋頂上掉落下來的積雪。

小心屋顶上的落雪。

目前因為積雪而無法外出。

直到可外出為止，請留在這裡。

室外积雪不能外出。
能外出之前，请待在这里。

ふだんから覚えておきたい
大雪・雪害時の対応ポイントと役立つ会話集
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大雪注意報発表

●外国人観光客の特性と、考えられる行動パターン

●対応のポイント

積雪後

外面路面結凍易滑，

小心腳下打滑。

路面结冰易滑，
走路小心打滑。

已經發佈火山爆發警報。請勿外出。

已发布火山喷发警报。请勿外出。

請戴上口罩，避免吸入灰燼。

您可以在便利商店、藥妝店或藥局購買到口罩。

请戴口罩，以防吸入火山灰。
在便利店、药妆店或药房能买到口罩。

請跟著我們前往緊急避難處。

前往紧急避难所，请跟我来。

ふだんから覚えておきたい、噴火警報が出た場合と
噴火時の対応ポイントと役立つ会話集

噴火警報が出たら・火山噴火

●外国人観光客の特性と、考えられる行動パターン

●対応のポイント

10 11

噴火がおさまったら

火山已經爆發了。請勿外出。

火山喷发了。请勿外出。

雪害 噴火

A heavy snow warning has been 
issued. It could be dangerous, 
so please stay inside.

We cannot leave the building due to the 
snow. Please stay inside the building 
until the situation improves.

Please be aware of snow 
falling from the roof.

The roads are frozen and slippery, 
so walk slowly and carefully.

A volcanic eruption warning has been 
issued. Do not approach the area.

Please follow me. I'll lead you to 
the emergency evacuation site.

Wear masks to prevent ash inhalation. Masks are on 
sale in convenience stores, drug stores and pharmacies.

A volcano has erupted. 
Please stay inside.

พื้นดานนอกกลายเปนนํ้าแข็งจนลื่นไดงาย
จึงควรเดินชาๆ อยางระมัดระวัง

มีประกาศเตือนภัยหิมะตกหนัก
กรุณาอยาออกไปขางนอก

ออกไปขางนอกไมไดเนื่องจากหิมะตกทับถม
กรุณาอยูที่นี่กอนจนกวาจะเคลื่อนยายได

โปรดระวังหิมะตกลงมาจากหลังคา

มีประกาศเตือนภัยภูเขาไฟปะทุ
กรุณาอย่าเข้าใกล้บริเวณนั้น

เกิดภูเขาไฟปะทุ 
กรุณาอยาออกไป
ขางนอก

กรุณาใสหนากากอนามัยเพื่อปองกัน
การสูดหายใจขี้เถาภูเขาไฟ
ซื้อหนากากอนามัยไดที่รานสะดวกซื้อ 
รานดรักสโตร และรานขายยา

เราจะนําทางไปยังพื้นที่หลบภัยฉุกเฉิน 
กรุณาเดินตามมา



You are here.
這裡是您目前的所在位置。

这是您的当前位置。
ที่ที่คุณอยูตอนนี้คือที่นี่

All modes of transportation from here have 
been suspended.
能帶您離開這裡的所有交通機構都已停駛。

从这里可搭乘的公共交通均已停运。
ระบบการคมนาคมทั้งหมดที่เคลื่อนยาย
จากสถานที่นี้ไดหยุดใหบริการ

Main Railways and Airports
主要鐵路及機場 / 主要铁路和机场
สนามบินและรถไฟหลักๆ

Fukushima Airport
福島機場/福岛机场  สนามบินฟุกุชิมะ

Narita Airport
成田機場/成田机场  สนามบินนาริตะJR East/JR東日本/JR东日本/JR East

See ‘Information on Operational 
Status in the Tohoku Area.’
請見「東北地區的行駛資訊」。
请参阅 “东北地区的运行信息”。
กรุณาดู “ขอมูลการใหบริการในพื้นที่โทโฮคุ”

This is the only currently available 
mode of transportation.
這是目前唯一能使用的交通機構。

这是当前唯一可利用的公共交通。
ระบบการคมนาคมที่ใชไดตอนนี้มีแคที่นี่

The roads that can still 
be used are in this area.
這裡是目前可通行區間、運行區間。

这里是当前可通行区间和运行区间
เสนทางที่ใหบริการ/เสนทางที่ใชงานไดในตอนนี้
คือที่นี่

Modes of transportation are available, 
but are operating with delays.
雖然交通機構有所延誤，但仍有行駛。

公共交通可能会出现晚点，但正常运行。
ระบบการคมนาคมมีความลาชาแตเปดใหบริการ

Current operational status of transport routes
交通機構的目前行駛情況

公共交通的当前运行状况

สถานะปจจุบันในการใหบริการของระบบการคมนาคม

12 13

https://www.fks-ab.co.jp/en/

https://www.narita-airport.jp/en/

Haneda Airport
羽田機場/羽田机场  สนามบินฮาเนดะ
https://www.haneda-airport.jp/en/https://www.jreast.co.jp/

Fukushima 
Transportation Map
福島交通地圖/福岛交通地图

แผนที่การคมนาคม
ในฟุกุชิมะ

Chiba

Ibaraki

Tochigi

Fukushima

Tokyo

Kanagawa

Saitama

Yamanashi

Gumma

Niigata

Yamagata

Map of Fukushima Prefecture
福島縣全圖/福岛县全境地图
แผนที่ทั้งหมดของจังหวัดฟุกุชิมะ

Fukushima Sta.
福島站/福岛站
สถานีฟุกุชิมะ

Abukuma Express
阿武隈急行/阿武隈急行
รถไฟดวนอาบุคุมะ

Tohoku Main Line
東北本線/东北本线
สายหลักโทโฮคุ

Ban-etsu East Line
磐越東線
磐越东线
สายตะวันออกบังเอ็ตสึ

Suigun Line
水郡線/水郡线
สายซุยกุน

Joban Line
常磐線/常磐线
สายโจบัง

Ou Main Line / Yamagata Shinkansen
奧羽本線、山形新幹線/奥羽本线/山形新干线
สายหลักโออุ/ยามากาตะชินคันเซ็น

Koriyama Sta.
郡山站/郡山站
สถานีโคริยามะ

Iwaki Sta.
磐城站/磐城站
สถานีอิวากิ

Aizu Railway
會津鐵路/会津铁路
รถไฟไอสึ

Fukushima Airport
福島機場
福岛机场
สนามบินฟุกุชิมะ

Shin-Shirakawa Sta.
新白河站/新白河站
สถานีชินชิราคาวะ

Tohoku Shinkansen
東北新幹線/东北新干线
โทโฮคุชินคันเซ็น

Joban Expressway
常磐自動車道
常磐自动车道
ทางดวนโจบัง

Aizuwakamatsu Sta.
會津若松站/会津若松站
สถานีไอสึวากามัตสึ

Ban-etsu West Line
磐越西線/磐越西线
สายตะวันตกบังเอ็ตสึ

Tohoku Expressway
東北自動車道
东北自动车道
ทางดวนโทโฮคุ

Ban-etsu Expressway
磐越自動車道
磐越自动车道
ทางดวนบังเอ็ตสึ

Abukuma Kogen Road
阿武隈高原公路
阿武隈高原公路
ถนนอาบุคุมะโคเก็น

Tadami Line
只見線
只见线
สายทาดามิ

Nishiwakamatsu Sta.
西若松站/西若松站
สถานีนิชิวากามัตสึ

↓ TOKYO

↑ SENDAI

JR Lines
JR線/JR线
รถไฟสาย JR

交通機関の現在の運行状況交通機関

今あなたがいる場所はここです。

今いる場所（駅）を教える

下のアイコンと地図を指でさして説明

地図を指でさして説明

交通機関の状況を伝える

この場所から移動できる
すべての交通機関は止まっています。

今使える交通機関はこれだけです。

今通行できる区間・運行区間は
ここです。

交通機関は遅延がありますが運行しています。
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福島
交通MAP

JR線

福島県全図

只見線

会津若松駅
西若松駅

会津鉄道

野岩鉄道

新白河駅

磐越自動車道

磐越東線

あぶくま高原道路

水郡線

常磐線

福島空港

東北新幹線

郡山駅

いわき駅

常磐自動車道

東北自動車道

福島駅

東北本線

奥羽本線・山形新幹線

阿武隈急行　

磐越西線

■JR東日本

主要な鉄道と空港

「東北エリアの運行情報」をご覧ください。

■福島空港

■成田空港

■羽田空港



Foreign Language Information and Contact List
外國人專用資訊、聯絡方式一覽/外国人专用信息和联系方式一览
รายชื่อขอมูลติดตอ/ขอมูลสําหรับชาวตางชาติ

Fukushima Prefecture disaster prevention information
福島縣防災資訊/福岛县防灾信息/ขอมูลการปองกันภัยพิบัติของจังหวัดฟุกุชิมะ

Disaster information websites
災害資訊提供網站/灾害信息发布网站/เว็บไซตแจงขอมูลภัยพิบัติ

■公益財団法人福島県国際交流協会（FIA） 外国人向け災害情報
Fukushima International Association: Disaster information for overseas visitors
公益財團法人福島縣國際交流協會（FIA）外國人專用防災資訊

公益财团法人福岛县国际交流协会（FIA）外国人专用防灾信息

ขอมูลภัยพิบัติสําหรับชาวตางชาติของสมาคมความสัมพันธระหวางประเทศจังหวัดฟุกุชิมะ (FIA)
http://www.worldvillage.org/life/en/prepare/occur.html

■福島県ふくしまぼうさいウェブ「外国人の方へ」
Fukushima Prefecture Disaster Prevention Website: For overseas visitors
福島縣防災網站「外國人專用」/福岛县防灾网站 “外国人专用”
เว็บไซตปองกันภัยพิบัติจังหวัดฟุกุชิมะ “สําหรับชาวตางชาติ”

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/link-bousai.html#a05

■日本政府観光局（JNTO) Japan Safe Travel Information
Japan National Tourism Organization (JNTO)  Japan Safe Travel Information
災害時は「Important Notice」に関連リンクのページを設置。

In the event of a disaster, a related link page will be set up under the
‘Important Notice’ section.
https://www.japan.travel/en/news/JapanSafeTravel/

■Safety Tips

■Japan Official Travel App

■NHK WORLD-JAPAN
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

■アプリダウンロードはこちら
App download
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/app/

Applications providing disaster information
提供災害資訊的APP/提供灾害信息的APP/แอปพลิเคชันแจงขอมูลภัยพิบัติ

24-hour year-round phone support in four languages
365天、24小時，以四種語言提供電洽

365天、24小时，用4种语言提供电话咨询服务。
สื่อสารทางโทรศัพทได 4 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

■Japan Visitor Hotline

List of medical institutions providing support for overseas visitors
可因應外國人的醫療機構一覽/外国人专用医疗机关一览
รายชื่อสถาบันทางการแพทยที่สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศ

Multilingual information broadcast by TV and radio
以多語種、電視或廣播提供資訊/通过电视、广播等媒体发布多语种信息
โทรทัศนและวิทยุแจงขอมูลหลายภาษา

■外務省駐日外国公館リスト
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/a-h.html#A

地震、津波、気象特別警報等を自動で知らせてくれ、それらの情報の詳細やとるべき行動を確認できます。

Automatically issues warnings and detailed information for earthquakes, tsunamis, and 
special weather conditions. Also provides information on what action to take.
可自動通知地震、海嘯、氣象特別警報等資訊，並確認其詳情及應採取的應變行動。

自动发送地震、海啸、特殊天气警报等信息，可以确认该些信息的详情和应对措施。

แจงขอมูลอัตโนมัติตางๆ เชน การเตือนภัยพิเศษเรื่องสภาพอากาศ สึนามิ แผนดินไหว และสามารถตรวจสอบรายละเอียดของ
ขอมูลขาวสารเหลานั้นและการปฏิบัติตัวที่ตองทําได

外国語で診療対応のできる医療機関を診療科や対応言語などから検索可能です。
It is possible to search for the costs of medical checkups, the languages supported by 
medical institutions capable of providing foreign language support, and more. 
能以就診科別或因應語言等條件，來搜尋可提供外語醫療服務的醫療機構。

可通过就诊科别或支持的语言等，搜索提供外语诊疗服务的医疗机关。
คนหาสถาบันทางการแพทยที่รองรับการตรวจรักษาไดหลายภาษา จากภาษาที่สื่อสารได
และจากแผนกที่ตองการเขารักษา

■具合が悪くなったとき

Overseas Consulates in Japan
駐日外國使領館/驻日外国使领馆
รายชื่อสถานกงสุล, สถานทูตสําหรับชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุน

外国人のための情報・連絡先リスト情報リンク

Download for Android
https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android

Download for iPhone
https://itunes.apple.com/jp/app/
safety-tips/id858357174?mt=8

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

NHKの国際サービス。テレビ、ラジオ、インターネットを通じて20言語で情報を発信。
NHK International Service. Broadcasting information in 20 languages via television, radio and internet.
NHK國際服務。透過電視、廣播、網路，以20種語言提供資訊。/NHK国际服务。通过电视、广播、互联网发布20种语言的信息。
การบริการนานาชาติของ NHK แจงขอมูลใน 20 ภาษาผานโทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต

福島県の防災情報

災害情報発信サイト

災害時情報提供アプリ

365日、24時間、
4言語で電話対応

外国人対応可能な
医療機関リスト

多言語で情報を発信、
テレビやラジオ

駐日外国公館
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14 15

English

日本語 English 簡体中文 繁體中文

English 簡体中文 繁體中文

English

English

日本語 English Tagalog中文 Português

日本語 English 簡体中文 繁體中文 ภาษาไทย

日本語 English 簡体中文 繁體中文

日本語 English 中文 050-3816-2787

,etc.

,etc.

Tiêng viêt

大型地震発生時には、プッシュ通知にて自動的に情報を発信。

Automatically issues information via push notifications when major earthquakes strike.
發生大型地震時，會自動發出地震通知。/发生大地震时，会自动推送地震信息。

แจงขอมูลอัตโนมัติโดยการแจงเตือนแบบพุชเมื่อเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html


