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１．什麼是「Sanin Pass」?
「Sanin Pass」アプリとは何か？

①可一覽六個區域的步行地圖
6エリアのまち歩きマップを見ることが
できます。

②可一覽各旅遊設施的詳細資訊
観光施設の詳細情報を参照することができます。

步行地圖上會顯示您目前所
在的位置。

まち歩きマップで自分の位置が
分かります。

：您的位置

若您購買周遊券，只要出示
畫面即可使用各項設施
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．如何下載「Sanin Pass」
「Sanin Pass」アプリのインストール方法
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①於Google play搜尋「Sanin」

Google playで”Sanin”を検索

②於Google play安裝「Sanin Pass」

Google playよりアプリをインストール

③同意應用程式存取您的位置和相機
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。

④安裝完成
アプリケーションのインストールが完了

存取權限
・位置
・相機

“Sanin“
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３．如何啟動「Sanin Pass」
「Sanin Pass」アプリを利用できるようにする方法
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①請選擇使用語言

使用する言語を選択してください

②請輸入您的基本資料
以下の情報を入力してください。

③請選擇是否註冊「miQip」

「miQip」への登録をするかどうかを選んでください。

・電子信箱
Eメールアドレス

・性別

性別

・生日
生年月日

・國籍
国籍

・使用語言
使用言語

“註冊”
登録を行う

“稍後再註冊”
後で登録を行う

【參考資料】
如何註冊miQip

【参照】miQip登録方法

・英文
英語

・韓文
韓国語(ハングル)

・繁體中文
中国語(繁体字)

或

「miQip」為日本行政機關經濟產業省的示
範專案。目前我們正在爭取與此示範專案
進行合作。
“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。

這需要幾分鐘下載。
ダウンロードに数分かかります。

繁體中文



4

４．如何使用「SPOT」＆「WALKING MAP」
「SPOT」と「WALKING MAP」の使い方

「SPOT」

「WALKING MAP」

選擇區域
エリアを選択

設施詳細資訊
施設情報の詳細

返回地圖
マップに戻る

選擇搜尋鍵
検索キーを選択

您的位置
あなたの位置

符合設施清單

該当する施設一覧表示
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５．如何購買「Visit San’in Tourist Pass」
「Visit San’in Tourist Pass」購入方法

①請選擇周遊券的類型
（1日券或3日券）、
人數以及開始時間。

券種、人数、利用開始
時間を選択してください。

②請向售票處服務人員
出示此螢幕畫面，並支
付顯示金額

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。 ③請讀取提供的QR碼。

提示されたQRコードを
読み取ってください。

有效期間內

有効期間内

有效期間之前
有効期間前

④周遊券購買完成

パス購入完了

【開始時間】 利用開始時間

您可選擇:
以下を選択できます。

・現在 今すぐ

・今天的日期 今日の日付

・明天的日期 明日の日付

・後天的日期 あさっての日付

【數】
0～9

付款
支払

如果如果屏幕被凍結，請重新啟
動手機。
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．如何取消「Visit San’in Tourist Pass」
「Visit San’in Tourist Pass」をキャンセルする方法

①請選擇「取消購買」。

「購入取消」ボタンを押して
ください。

須於有效期間開始之前，
至原購買處取消票券
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。

②請向售票處服務人員出示
螢幕畫面以申請退款
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。

③請讀取提供的QR碼。
提示されたQRコードを
読み取ってください。

④取消完成後，將回到
購買前的狀態。服務人
員將退還您扣除手續費
後的餘額。

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。

退還
払戻

or

買回
再購入

有效期間之前
有効期間前

如果如果屏幕被凍結，請重新啟
動手機。
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．如何於合作之設施使用周遊券
「Visit San’in Tourist Pass」を使って施設を利用する方法

※5分鐘後會轉為灰色

5分後にグレー表示になる。

點擊便會顯示為紅色
タッチすると赤表示

請於抵達設施服務台後再點擊螢幕
施設を利用する際に受付の前でタッチする。

出現以下畫面時，無法使用設施或享有優
惠折扣
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。

點擊螢幕，畫面即會轉為紅色，請向設施的服務人員出示此紅色畫面
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。

即可使用設施或享有折扣與優惠活動
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．圖標涵義
アイコンの意味

「SPOT」 和 「WALKING MAP」 的搜尋鍵

「SPOT」 , 「WALKING MAP」の検索キー

風景區、博物館、神社、寺廟等
景観、博物館、美術館、神社、寺など

溫泉、當地活動等
温泉、遊び、アクティビティなど

紀念品商店等
お土産物屋など

餐廳、咖啡廳等
レストラン、カフェ

旅遊資訊
観光案内所

導入指紋認證付款系統之商店
指紋認証による決済を導入している店舗

餐廳有配置具多國語言菜單的平板電腦
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

持周遊券可使用之設施
パス提示により利用可能な施設

出示周遊券即可享有折扣或優惠的設施
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」 銷售據點
パス販売場所

其他圖標 他のアイコン

設施編號
施設番号
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９．如何註冊miQip
miQip登録方法

步驟1
使用條款

利用規約

步驟2
用戶註冊

ユーザー登録

步驟3
電子郵件認證

Eメール認証

步驟4
註冊完成

登録完了
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１０．相關諮詢
問い合わせ先

https://www.sanin-tourism.com/zh-tw/tourist_pass
發行單位：JTB 中國四國

若欲以英語洽詢，請E-mail至以下信箱。（回覆時間或有延遲）
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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