
①仏ろなべ (鬼)

レンタカーで香川県内のカーフェリーに乗船する外国人旅行者向け簡易書式

Simote form to board ferries w ithin Kagawa Prefecture

for foreign tourists traveting by rental car

針彗使用租賃汽車搭乗香川縣内的渡輪之外國旅客簡易表格

ヲ,フ :Q苫瓢L‖ ヲ「刺1己101暑 人1翻 Elヲ 1詈 OI暑き子岳 21母留 q赳天1暑 むOI人1引

日この書式は、香川県内の港から出発するフェリー航路を利用する外国人旅行者が

使用可能です。フェリー乗船券発売窓口で本書式を提示しチケットを購入してくだ

さい。乗船する際には、購入したチケットの提示が必要です。

・ This form is for foreign tourists who are departing on a ferry from a port within

Kawaga Prefecture  Please present this form at the ticket window wherl you purchase your

ferry ticket  it is necessary to show your purchased ticket when you board the ferry.

・本表格僅適用於 ,徒香川縣内港 口出稜之航海路線的外國旅客使用。 請於害票宙 口出示本表格,並

購買搭乗券。 於乗船之時,請務必出示已購買之搭乗券。

,OI人1州 岳 ヲ|フ 121」 L‖ 曽干普 (発)瑚 己1上痙詈 OI暑む「善 皇1号 割 q剋天|=樫 LI叶.剰 1己 1舎痙翌

瞥□‖廿平 q十 人1 碁 人寸引詈 利十人|むlq EI裂詈 早図心|。1 季悩人1皇 .舎担 人l ql善 早魃古1痙 EI裂

利十人|フ1翌ΩttLIEI.

※下記は レンタカー会社が記入するので、利用者の記入は不要です。

〉(The rental car company will fill in the information betow, so please teave this

section biank`

※下列事項由租賃汽車公司填窮,旅客無須填窮。

※Ol己‖人|む岳 型Elヲ 1立十六十フト召樫 フ1留 さ十二呈, OI暑 天1善 フ1幽 心1入1慾2人 二ヽ 翌Ч EI

①ナンバー 【License Plate Number】        わ

②長さ 【Length】

4M未満

300cm-399cm

5M未満

400om-499cm

6M未満

500cm-599cm



o鶴ゑ省大t劾

フエリー会社が聞き取 り記入するので、乗船客は記入不要です。

・ The ferry comparly will ask you questione to flll in the information below, so

please leave this section blank

・ 由船公司五作人員向旅客詢間並填入,乗船旅客無須填嘉。

H OI己‖人1馨暑 瑚己1立 1人 |フ 1引 雹 碧キ|も,01フ 1竃 さ1里里, 01暑天1善 フ1留 む1天1瞥皇入1二 樫LI EI

③人数 (運転手 1名の運賃は車両運賃に含まれます)

・ Nむ mber Of passengers (The driveris fare is included

。人敷 (鴛殿者的費用已含在車輛運費内)

・留型 キ (岳租天11四 912詈暑 大|き岳留ql塁彗留ЧE「
)

in the vehicle fare)

1 大 人 12歳以上 (運転手を除く大人の人数 )

・Adults over 12 years (exluding the driver)

・大入 12歳 以上 (駕殷者除外 )

・Ol岳 12皆 Olせ (魯型天「詈 対1剃 善 Ol岳 キ)

名

2 子供 1～ 5歳

・Children l-5 years

i見董 1～ 5歳

i Ol tt OI壁
1～5普

3 子供 6～ 11歳

J Chitdren 6-1l years

・児童 6～ 11歳

・Ol tt OI世 6～11営       名

名

港

④乗船区間
・ Port of departure alnd arrival

i乗船匡間

・舎担 干む

片 道 券 /往 復 券

・One― way /′  Round― trip

・革程票 /末 回票

・咽二 /」 斗 EI裂

片道券 /

と     港 ～     港

片道券 / 往復券

片道券

や　
／ 往復券

～      港

/ 往復券

1 港

往復券

3

4:

片道券

※ 1 往復券を利用できない航路があります。

・Some ferry routes are restricted to one―way travel

H有無法使用末回票的航海路線。

R愁暑 EI裂暑 O13さ 1樫 +獣 与 上担OI歎舎 LI EI

※2 往復券は、到着港と同一港以外の港からは乗船できません。

・For round―trip tickets, departure and arrival ports may not be chalaged

after ourchaSe

r不
耳的港日進出時,無法使用末回票。

・恐暑 EI判喜 二斡善 」干ΩI暑聖彗 彗辛釧十人帯世 舎廻 フ十七普LI EI.



②寃Dわプ

Dear passengers who wili travel by ferry within Kagawa Prefecture

致 使用香川縣内租賃汽車自鴛的旅客佃

瓢Elノ ,01暑 ヲ1呵 1己1舎但古十人1与 ユ引 Ol ttl岳

よThank you for vlsiting Kagawa Prefecture.

In order to make the ferry boarding process smoother for foreign tourists traveling by

rental car to isiands｀ such as Shodoshima and Naoshima, The Kagぢ wa Prefecture Tourism

Association has ittplemented a simplified boarding procedure especially for foreign

tourists

When you present the simplified form you receive from the rental car company to the

ticket vender at the ferry terninal,  it will no longer be necessary to confirm the

vehicie's inspection certificate.

・感謝悠造訪香川縣。

目前,香川縣観光協會為提供更舒適的服務給外団旅客,因此試餅本簡易手績使搭乗更方便,但僅

限定使用租賃汽車自駕時搭乗渡輪行馬史香川縣 1入]的 小豆島,直島等等離島時可適用於本活動。

於租賃公司宙口分稜的本簡易表格,在港口船公司購票宙口購買船票時提示本表格之後,原本應該

出示的該車輛行照也無須提示確認了9

・ヲ|フ 1針櫻詈 警岳ёlq千人1人lE‖ 世古i咎人|二 醐LI EI

軽天‖ヲ,フ牌1理型き毬立1叫十人1善 割号割 Ol赳 天1皇|ヲロ1己1舎担樫大,皇1型普立1暑 ♀1古Ⅲl仝二人
|□ |

L12人
|口1暑 翌L‖ 褪詈詈 型Elヲ ,呈 型廿さ1督 碧♀ql善さlqを。1理 大1暑 人1赳も十二 鍬舎Ll匡

|

劃Elヲ「 E‖ Ol書干叫十人lJ‖ 早古

'と

をO十 人寸州詈 ヲ1引 1己1舎担型 普日‖む干ql¬十人1古1理 ,

天H多六十碧人脂多封割OI四利|二』Ч匡
|

小豆島

Φ

的

日生
新岡山

字閣足 B
土庄

υ

島

9

芸優『S

神戸

手島
本島

島

0み

佐1子,島

で■＼ヽ手島



0琳乳府行ン

レンタカーで香川県内のカーフェリーをご利用のお客様ヘ

香川県を訪問して頂きありがとうございます。

現在、香川県観光協会では、外国人旅行者のカーフェリー乗船手続き円滑化のため、小豆島、

直島等の香川県内の離島をレンタカーで観光する場合に限り、簡易手続きを試行しています。

レンタカー貸出窓口で配付する簡易書式を、カーフェリー乗船券発売窓口に提示することで、

本来必要となる自動車検査証での確認が不要になります。
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島
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