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辞書アプリ

「見た目も可愛いから学んでみたい！」と人気の
あるタイ文字ですが、一度は挫折する方が多い
です(笑 )。本書は、何を知っておけば良いのか、
どんな覚え方をすれば効率的なのかを考えなが
ら構成してあります。タイ文字の使用頻度のデー
タやタイ文字での辞書の引き方等も解説してい
るので、初心者にはもちろん、一度タイ文字を
学んだことがある方にもオススメ♪「タイ文字練
習帳」と「文字しおり」付き☆

聞こえた音から引ける辞書「音で引く・タイ日実用
辞典」が iOS のアプリになりました♪聞こえた音を
自分が思うローマ字表記で入力すると、単語の候補
が見られるという便利なアプリは、一般的な辞書ア
プリとは一味違います！ 例えば、日本に来た外国人

ボイス発行のタイ語書籍一覧

・ボイスホビークラブ
　

・タイ・日本国内の日系書店
・Amazon
・Amazon Kindle/楽天Kobo
  （一部の電子書籍のみ）

Amazonのタイ語カテゴリーで1位や上位に多々ランクインしているボ
イス出版のタイ語書籍。「種類が多くてどれを選べば良いか分からない」
という方向けに、レベル・目的別に全てご紹介します★独学の方もタイ
語学校に通われる方も、辞書と参考書を組み合わせて使うと、より効率
良く学べます。ご自身の学習状況に合ったものを見つけて下さいね♪

Amazonのタイ語カテゴリーで1位や上位に多々ランクインしているボ
イス出版のタイ語書籍。「種類が多くてどれを選べば良いか分からない」
という方向けに、レベル・目的別に全てご紹介します★独学の方もタイ
語学校に通われる方も、辞書と参考書を組み合わせて使うと、より効率
良く学べます。ご自身の学習状況に合ったものを見つけて下さいね♪

辞書 参考書

タイ語を学ぶ上で、必ず持っておきたいのが日本語をタイ語に訳すため
の日タイ辞典。日常の生活や仕事場で役立つことを主眼に作ったこの辞
書は、「長年愛用しています」というメッセージを多く頂くロングセラー。
タイ文字には全て発音記号を併記しているため、初心者でも安心。単な
る単語集ではなく、ニュアンスの違いも説明しているところがポイント♪

耳にしたタイ語を「発音記号」と「OKA式音引き検索」の両方で引ける画
期的なタイ日辞典。文字が読めなくてもローマ字に近い発音記号の基礎を
押さえておけば簡単に引けます♪巻末の「検索リスト」を使えば、タイ人の
普段のスピードの崩れた発音からも検索できる優れもの。辞書を引きなが
ら似た発音の単語の違いも学習すると、更にレベルアップできますね★

レベルアップして文字も読めるようになれば、街で見るタイ語の意味を調
べたくなりますよね。そんな時に役に立つのがタイ文字から引くこの辞書。
「音で引く・タイ日実用辞典」をタイ文字から引けるように再編集していま
す。タイ文字の学習をされている方やこれから始める方にオススメ♪

これからタイ語を始めたい！と
いう方のための最初の一冊★
タイ語学習の始め方のコツか
ら基本的な文法、場面毎に必
要な表現まで学べるので、タイ
生活を始める時にまずは知っ
ておきたい内容。音声無料ダ
ウンロード付きなので、独学で
学びたい方にもオススメ♪

通じるタイ語を話せるようになるために一番大
切なのは、「発音」です。学んだタイ語を日本語
のカタカナに当てはめて発音しようとしていませ
んか？タイ語の発音の基礎を、日本語の発音と
対比させながら解説していく本書を学習すれば、
きっと今まで通じなかった発音がネイティブに
も通じるようになるはずです！発音が綺麗だと、
お買い物もタイ人価格でお得になるかも？♡

タイ語を基礎から Step by Step
でじっくり身に付けるためのテキ
ストです。基本的なあいさつや表
現方法はもちろん、日本人に分か
りやすい文法の解説や必要な単語
の学習にもピッタリ♪Book 1 と
Book 2 の 2 部構成のうち、Book 
1ではまず基本を押さえ、そこで出
てきた基本の850語を元にあと少

マストな
一冊！ 日タイ実用辞典（左）

日タイMini辞典（右）

持ち運び
たい方は
Mini版を♪

音で引く・タイ日実用辞典
タイ文字が
読めなくて
も引ける！

文字の基礎は
コレで完璧★

初級～
上級

初級～
上級

初級～
中級

初級～
中級

著者イチ
オシの

画期的な
一冊★

タイ文字で
引きたいな
らコレ！

「今何て言ったんだろう？」
をアプリで検索★

初級～
上級

初級～
上級

中級～
上級

中級～
上級

初級～
上級

初級～
上級

聞こえた音をそのまま「OKA 式音引き検索」でローマ字感覚で引ける辞
書！ネイティブのスピードや音の欠落により違う聞こえ方をする単語も、
自分が一番近いと感じたローマ字で引けるので、正しい発音で聞き取れな
くても意味が検索できるのです♪「音で引く・タイ日実用辞典」巻末の「検
索リスト」拡張版。発音記号が苦手な人にもオススメ♪

タイ語検索Book

タイ日辞典

日本語→タイ語

タイ文字→日本語

日本語→タイ語

聞こえた音→日本語
文法・シーン別フレーズ
音声ダウンロード
Kindle & Kobo

文字
練習帳付

Kindle & Kobo

発音
CD付

Kindle & Kobo

聞こえた音→日本語 App Store

聞こえた音→日本語

サバイバル
用の初めの
一冊！

通じるか
どうかは
発音次第！

じっくり基礎を
身に付ける！

もっと沢山の
文法を学ぶ！

初級

後悔しない！
タイ語の始め方

タイ語の覚え方・
使い方 Book1

Book 1 で基礎を固めて語彙数を
1,700 語まで増やせたら、次は
Book 2 で様々な文法を詳しく学
んでいきましょう！理系の著者な
らではのかゆい所に手が届く解説
が好評☆文法だけではなく、似た
単語の使い分けや似た発音の単語
等、正しくコミュニケーションを
するために必要な内容が盛り沢
山！「タイに住んでいたからタイ

タイ語の覚え方・
使い方 Book2

タイ語発音教室

タイ文字教室

しのエネルギーを使うだけで語彙数を 1,700 語へ倍増
させます★まずはこの一冊で基礎を固めましょう！

語を話せます」と自信を持って言えるレベルを目指し
ましょう♪

音で引く・タイ日辞典
＋おまけのプチ日タイ辞典

が街で耳にした「小学生」という単語を、「しょう・がく・
せい」ではなく「しょ・がく・せ」や「しょお・がく・せえ」
と聞こえた時に、その聞こえた音をその
まま入力すると「小学生」にたどり着く
と便利ですよね。その発想をタイ語に
置き換えて開発したのがこのアプリ★
ぜひお役立て下さいね♪

取り扱い店

※ボイスホビークラブのメンバー様は、ボイス
店頭で割引価格にてお買い求め頂けます♡

文法・単語

文法・単語

☎02-058-4904
   営業時間　ランチ    ：11:00～14:00
                     ディナー：16:00～23:00  
   住所　120/29-30 Soi23 Sukhumvit Rd.（ 駐車場完備）
　 soi23shirokumaya　　shirokumaya_bkk

家族で楽しめるジンギスカンと和食のお店★ ♥お友達の歓送迎会・

　お誕生日会

♥お子様連れのパーティー

♥ご家族での夜ご飯

♥平日&週末のランチ会

※飲み放題や食べ放題も

　あり♪

みんなお馴染み
「しろくまやカフェ」

の姉妹店

野菜

かき氷

ご家族で大満足♥♥

ソイ23

しろくま屋が生まれ変わりました ！

名物は、
挽きたて・打ち
たて・茹でたて
の「３たて」の

お蕎麦♥

ランチも
毎日営業中★

IRON CHEFとTVチャンピオン優勝！角南シェフ自慢の味★
shirokumayacafe

【2021年7月末まで有効】
ランチセット10%OFF♥ランチセット10%OFF♥
ボイスホビークラブのメンバーカード提示で、

※ソイ39カフェでのみ有効

生食パン

期間限定メニューも
要CHECK★

しろくまやカフェ

マーブル
デニッシュ
～巴（ともえ）～

しろくまやベーカリー

しろくまやカフェで大好

評の生食パンをメイン

に販売する新店舗「しろ

くまやベーカリー」を 2

月半ばにプレオープン♥

　たくさんの皆さまに

ふっくらもっちりおいし

い生食パンを味わって

頂けると嬉しいです♪

住所：88 Soi Sukhumvit 53
（トンローソイ5と7の間にある商業施設No.88の1階）
　　shirokumayabakery

ラ
ン
チ
セ
ッ
ト

あ
り
♪

お
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メ
ニ
ュ
ー

あ
り
♪

ジンギスカン注文でコレ無料！ジンギスカン注文でコレ無料！

まぐろ王の逸品

デリバリー受付中！デリバリー受付中！

カフェメニューやパンもデリバリー中♪
大人気の生食パンもお届け可♥

ソイ 23 店もデリバリー始めました★
お弁当メニュー何と全 85 種類！！

角南シェフの手打ち蕎麦と
手打ちうどんもお届け可♥

お子様が大好きなメニューも盛りだくさん♪

◆エリア：アソーク～トンロー
◆配達料：1～4 食→B50、5 食以上→無料

◆エリア：アソーク～エカマイ
◆配達料：B500 以上の注文→無料
☎098-883-1128

北海道しろくま屋

しろくまやカフェ

☎ 02-058-4904
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1993 年設立のカルチャーセンター Voice Hobby Club が発行する雑学誌

タイで、アジアで、世界で出逢った顔

Published by
Voice Hobby Club

Free ご自由にお持ち下さいFree ご自由にお持ち下さい
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Let's start 
something 

new!

詳細はQRコードから♪詳細はQRコードから♪


