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１． What is “Sanin Pass”?
「Sanin Pass」アプリとは何か？

①You can see walking 
map of 6 areas.

6エリアのまち歩きマップを見ることが
できます。

②You can see detailed 

information of tourist facilities.

観光施設の詳細情報を参照することができます。

You can find your 
location on the town 
walking map.

まち歩きマップで自分の位置が
分かります。

： Your location

If you purchase Pass, 
you can use facilities 
just by showing this.

周遊パスポートを購入すれば、
これを見せるだけでいろいろな施
設の利用が可能です。
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２．How to Install ”Sanin Pass”
「Sanin Pass」アプリのインストール方法
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③This application accesses GPS and Camera.

このアプリケーションはGPS及びカメラにアクセスします。

④The installation is complete.

アプリケーションのインストールが完了

Access authority

・GPS

・Camera“Sanin“

②Install “Sanin Pass” on Google play

Google playよりアプリをインストール

①Search "Sanin" on Google play

Google playで”Sanin”を検索
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３．How to Start Up ”Sanin Pass”
「Sanin Pass」アプリを利用できるようにする方法
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①Please select the language you use

使用する言語を選択してください。

②Please enter your information.

以下の情報を入力してください。

③Please choose whether to register with "miQip".

「miQip」への登録をするかどうかを選んでください。

・E-mail address
Eメールアドレス

・Sex

性別

・Date of birth
生年月日

・Nationality
国籍

・Used languages
使用言語

“Register”
登録を行う

“Will register later”
後で登録を行う

【References】
How to Register

with miQip
【参照】miQip登録方法

・English
英語

・한국어
韓国語(ハングル)

・繁体中文
中国語(繁体字)

Or

“miQip” is a demonstration project of 
Ministry of Economy, Trade and 
Industry which is administrative 
institution of Japan.
We are asking for cooperation with this 
demonstration project.
“miQip”は、日本の行政機関である経済産業省の実証事
業です。この実証事業へのご協力をお願いしております。

It takes a few minutes to download.
ダウンロードに数分かかります。
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４．How to Use “SPOT”＆”WALKING MAP”
「SPOT」と「WALKING MAP」の使い方

“SPOT”

“WALKING MAP”

Select an area

エリアを選択

Details of facility 
information 

施設情報の詳細

Return to map

マップに戻る

Select search key

検索キーを選択

Your location

あなたの位置

Corresponding 
facility list 

該当する施設一覧表示
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５．How to Buy “Visit San’in Tourist Pass”
「Visit San’in Tourist Pass」購入方法

① Please select a Pass type 
(1 Day or 3 Days), number 
of people and start time.
券種、人数、利用開始時間を選択してください。

②Please show the 
screen to the staff at 
the ticket office and pay 
the displayed price.
販売所のスタッフに画面を提示し、表示
金額を支払ってください。

③Please read the 
presented QR code.
提示されたQRコードを
読み取ってください。

Within valid period

有効期間内

Before validity period
有効期間前

④Pass purchase
has completed.
パス購入完了

【Start time】 利用開始時間

You can select:
以下を選択できます。

・Now 今すぐ

・Today‘s date 今日の日付

・Tomorrow‘s date 明日の日付

・The day of the day after tomorrow

あさっての日付

【Number】
0～9

Pay

支払

If the screen stop, restart 
the mobile phone.
もし画面がフリーズした場合は、携
帯電話を再起動してください。
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６．How to Cancel “Visit San’in Tourist Pass”
「Visit San’in Tourist Pass」をキャンセルする方法

①Please select 
“Cancel purchase”.

「購入取消」ボタンを押して
ください。

As long as it is before 
the validity period, 
cancellation is possible 
only at purchase place.
有効期間前であれば、購入場所に限りキ
ャンセルが可能です。

②Please show the screen to the staff at the 
ticket office and request a refund.

販売所のスタッフに画面を提示し、払い戻しの依頼を行ってください。

③Please read the 
presented QR code.

提示されたQRコードを
読み取ってください。

④ The cancellation is 
completed and you 
will return to the state 
before purchase.

The staff refunds the 
total amount after 
deducting handling 
fee. 

キャンセルが完了し、購入前の状態
に戻ります。 手数料を差し引いた
金額が返金されます。

Refund

払戻

or

Repurchase

再購入

Before validity period
有効期間前

If the screen stop, restart 
the mobile phone.
もし画面がフリーズした場合は、携
帯電話を再起動してください。
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７． How to Use Pass at Member Facilities
「Visit San’in Tourist Pass」を使って施設を利用する方法

※It turns gray after 5 minutes

5分後にグレー表示になる。

Touch to display red

タッチすると赤表示

Touch the screen at reception 
desk when using facilities.

施設を利用する際に受付の前でタッチする。

You cannot use the facility or 
receive discounts and benefits 
when the screen is like the below.

以下の画面では、施設を利用したり、割引や特典を受
けることは出来ない。

Please touch the screen at the facility and show 
the staff the screen which turned red.

施設のスタッフの前で画面をタッチして赤くなった画面を提示してください。

You can use the facility,

get discounts and benefit.

施設を利用できたり、割引や特典を受けること
が出来ます。

※
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８．Meaning of Icons
アイコンの意味

Search key

for “SPOT” and “WALKING MAP”

「SPOT」 , 「WALKING MAP」の検索キー

Landscape, Museum, Shrine, Temple etc.
景観、博物館、美術館、神社、寺など

Hot spring, Activity etc.
温泉、遊び、アクティビティなど

Souvenir shop etc.
お土産物屋など

Restaurant, Café etc.
レストラン、カフェ

Tourist information
観光案内所

Stores that introduces settlement by fingerprint authentication
指紋認証による決済を導入している店舗

Restaurants where you can see a multilingual menu on tablets

多言語メニューを見ることが出来るタブレットが設置されている飲食店

Possible facilities 
you can use Pass
パス提示により利用可能な施設

Facilities you can get 
discounts and benefit by 
showing Pass
パス提示により割引や特典が受けられる施設

“Visit San’in Tourist Pass” Ticket Office
パス販売場所

Other icons 他のアイコン

Facility number
施設番号
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９．How to Register miQip
miQip登録方法

Step1

Terms of use

利用規約

Step2

user registration

ユーザー登録

Step3

e-Mail authentication

Eメール認証

Step4

Completion of registration

登録完了
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１０．For Inquiries
問い合わせ先

https://www.sanin-tourism.com/en/tourist_pass
Issued by JTB CHUGOKU SHIKOKU Corp.

Inquiries in English（It can take some time to reply.)
E-mail : visit-sanin@cs.jtb.jp

(Japanese）
https://www.sanin-tourism.com/tourist_pass

発行：JTB中国四国
英語でのお問い合わせは次のメールアドレスまで。（ご返事に時間がかかる場合があります）

E-mail : visit-sanin@cs.jtb.jp
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