東北運輸局プレスリリース
《発表記者会：東北電力記者会、
岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会》

平成30年1２月２１日
国土交通省東北運輸局

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
訪日外国人旅行者向け冬季ドライブパスを実験販売
～訪日外国人旅行者が冬季に安全安心で観光周遊できる環境の促進に向けて～

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
東北運輸局では、訪日外国人旅行者の受入環境整備の一環として、（一社）日本自動車
連盟東北本部及びレンタカー会社と連携しレンタカーを活用した訪日外国人旅行者の安全
安心に対する意識の高揚と広域周遊による地域消費の拡大を図るための実証実験を行うこ
ととしました。
具体的には、訪日外国人旅行者がレンタカーを利用する際に、下記の2エリア向けのドラ
イブパス（英語・中国（繁体）・韓国・タイの４言語）を実験販売し、スノーリゾート地
を含む周辺地区の温泉、観光施設、商業施設等などの観光周遊を促進するとともに、冬季
の安全安心なレンタカー利用の検証を踏まえ受入環境の向上に努めて参ります。

【訪日外国人旅行者向け冬季ドライブパス（概要）】
【実験販売・利用期間】
平成３０年１２月２１日～平成３１年３月１５日 ※ドライブパス
イメージ
【ドライブパス内容】
①エリア内の周辺地図
②エリア内の観光・商業施設での優待、免税店のご案内
③日本の交通ルールのご案内、冬季の運転に関する留意事項
④冬季のレンタカー利用に安心のＪＡＦの救援ロードサービス
⑤緊急時等の情報入手お役立ちツールのご案内 等
※ドライブパスにより救援ロードサービスを受けることが
できます。
【実験エリア及びドライブパス実験販売箇所】
①花巻・盛岡～八幡平エリア
エリア内のトヨタレンタリース5店舗
②仙台～蔵王エリア
エリア内のトヨタレンタリース4店舗

花巻・盛岡～八幡平
エリアパス

※ドライブパス
イメージ

仙台～蔵王
エリアパス

【（参考）訪日外国人旅行者のレンタカー用ステッカー】
レンタカー東北周遊インバウンド観光促進協議会と連携し、東北６県、仙台市及
び（一社）東北観光推進機構は、訪日外国人旅行者が安心してレンタカーを利用
できるよう、訪日外国人外国人が運転していることを周囲に知らせるための車両
ステッカーを作成しています。当該ドライブパスの検証と合わせ、レンタカー利
≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪
訪日外国人旅行者向け
用時のステッカー配布により、更なる安全意識の高揚を図って参ります。
ステッカー
《お問い合わせ先》
東北運輸局 観光部 観光企画課
岩淵・菊池・加藤
TEL 022-791-7509 / FAX 022-791-7538
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Sendai and Zao areas
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http://www.jaf.or.jp/e/index.htm
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Toyota Rent a Car Iwate

Toyota Rent a Car Miyagi
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https://rent.toyota.co.jp/eng/shop_city_list.aspx?pref=03&sFlg=3

Toyota Rent a Car Sendai
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https://rent.toyota.co.jp/eng/shop_city_list.aspx?pref=04&sFlg=3


冬季酬賓活動
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花卷、
盛岡～八幡平
地區

八幡平











藏王



仙台～藏王
地區



優惠 駕車通行證
花卷、盛岡～八幡平 地區

附帶了 安心
仙台～藏王 地區

即使發生萬一情況也可以安心 ♪

只要 出示 JAF 會員證就
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可以得到各種 救援服務︕
山神溫泉 優香苑

岩鑄鐵器館

味之牛舌 喜助
S-PAL店

THE MUSEUM
MATSUSHIMA

溫泉

伴手禮

餐飲

體驗













電瓶斷電或是換車胎，車鑰匙被鎖在車裡等

救援電話提供對應
12 種語言的口譯服務

除了這些之外駕車通行證還刊載有許多提供特別優惠的設施資訊。

(   
     )

其他
●

日本的交通規則

●

冬季行車問題點︑應注意之處

●

在緊急情況下獲取信息的指南 etc.

JAF救濟服務官方網站 [English]
http://www.jaf.or.jp/e/index.htm
TOHOKU DRIVE PASS 示意圖

Japan Automobile Federation

在以下各 TOYOTA 租車的店舖裡，只要在一般租車費用 +540 日幣（駕車通行證）就可以得到特別優惠！
TOYOTA Rent a Lease 岩手

TOYOTA Rent a Lease 宮城

●

二戶站新幹線口店

●

岩手花卷機場受理櫃檯店

●

仙台機場店

●

盛岡站南口店

●

一之關站西口店

●

仙台站東口店

●

新花卷站西口店

●

仙台站西口店

詳細請參閱網站

https://rent.toyota.co.jp/zh-tw/shop_city_list.aspx?pref=03&sFlg=3

TOYOTA Rent a Lease 仙台
●

仙台新幹線口店

詳細請參閱網站

https://rent.toyota.co.jp/zh-tw/shop_city_list.aspx?pref=04&sFlg=3


겨울 캠페인
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하나마키·
모리오카~하치만타이
지역

하치만타이







자오





센다이~자오
지역





우대 드라이브 패스에
하나마키·
모리오카~하치만타이 지역

안심 이 담겨 있습니다.
만일의 경우에도 안심♪

센다이~자오 지역
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JAF 회원증을 제시하시면













다양한 긴급출동 서비스를 받으실 수 있습니다！
배터리 방전, 타이어 교환, 잠금 장치 해제 등

야마노카미 온천 유카엔

이와추 철기관

맛의 우설 기스케
에스팔점

더 뮤지엄 마쓰시마

온천

지역 특산물

음식

체험

긴급출동 요청 전화의 통역 서비스는
12개 언어로 대응하고 있습니다.

이 이외에도 드라이브 패스에는 다양한 특전 시설 정보가 게재되어 있습니다.

(   
     )

기타
●

일본 교통 규칙

●

겨울철 트러블·주의점

●

긴급시에 정보를 입수 안내 etc.

JAF 구호 서비스
공식 홈페이지 [English]

http://www.jaf.or.jp/e/index.htm

도호쿠 드라이브 패스 이미지

Japan Automobile Federation

아래의 도요타 렌터카 점포에서 통상 렌터카 요금

+ 540엔(드라이브 패스)으로 실속 있는 특전을 받으실 수 있습니다.

도요타 렌타리스 이와테

도요타 렌타리스 미야기

도요타 렌타리스 센다이

●

니노헤역 신간센 출구점 ● 이와테 하나마키 공항 접수 카운터점

●

센다이 공항점

●

●

모리오카역 남쪽 출구점 ● 이치노세키역 서쪽 출구점

●

센다이역 동쪽 출구점

●

신하나마키역 서쪽 출구점 상세한 내용은 웹사이트에서 확인하십시오.

●

센다이역 서쪽 출구점

https://rent.toyota.co.jp/ko/shop_city_list.aspx?pref=04&sFlg=3

센다이 신간센 출구점

상세한 내용은 웹사이트에서 확인하십시오.
https://rent.toyota.co.jp/ko/shop_city_list.aspx?pref=04&sFlg=3



แคมเปญจนฤดูหนาว ~ 2019 / 03/15




พื้นที่ฮานามากิ,
โมริโอกะ~ฮาจิมังไต

ฮาจิมังไต
ซาโอ











พื้นที่เซ็นได~ซาโอ





สิทธิพิเศษ DRIVE PASS

มาพรอมกับ ความสบายใจได

พื้นที่เซ็นได~ซาโอ

พืน้ ทีฮ่ านามากิ, โมริโอกะ~ฮาจิมงั ไต

สบายใจได้แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน
สามารถรับบริการช่วยเหลือต่างๆ

ได้โดยแสดงบัตรสมาชิก JAF!

บอน้ำพุรอนยะมะโนะคะมิ ยูคาเอ็น พิพิธภัณฑเครื่องใชเหล็กอิวาจู

บอน้ำพุรอน

ของที่ระลึก

อาจิโนะกิวตัน คิสึเกะ สาขา
S-PAL

THE MUSEUM
MATSUSHIMA

อาหารและเครื่องดื่ม

ประสบการณจริง
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อาทิเชน แบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยนยางรถ, ลืมกุญแจไวในรถ

บริการล่ามสำหรับโทรศัพท์ขอความ
ช่วยเหลือนัน
้ รองรับ 12 ภาษา

ใน DRIVE PASS ลงขอมูลเกี่ยวกับสถานที่รับสมนาคุณนอกเหนือจากนี้ไวอีกมากมาย

(   
     )

อื่น ๆ

กฎจราจรของญี่ปุ่น
● ปัญหา, ข้อควรระวังในฤดูหนาว
● คู่มือการรับข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน etc.

㸦ಶே

●

บริการชวยเหลือฉุกเฉินของ JAF
เว็บไซตอยางเปนทางการ[English]

http://www.jaf.or.jp/e/index.htm

ภาพอิมเมจของ TOHOKU DRIVE PASS

Japan Automobile Federation

หากชำระคาใชบริการรถยนตเชาแบบปกติ+540 เยน (DRIVE PASS) ณ รานเชารถยนตโตโยตาดานลางนี้ จะสามารถรับสมนาคุณสุดคุม ได!
TOYOTA Rental & Leasing อิวาเตะ

TOYOTA Rental & Leasing มิยากิ

●

สาขาสถานีนโิ นเฮ ทางขึน้ รถไฟฟาชินคันเซ็น

●

สาขาเคานเตอรตอ นรับสนามบินอิวาเตะฮานามากิ

●

สาขาสนามบินเซ็นได

●

สาขาสถานีโมริโอกะ ทางออกฝง ใต

●

สาขาสถานีอจิ โิ นเซกิ ทางออกฝง ตะวันตก

●

สาขาสถานีเซ็นได ทางออกฝง ตะวันออก

●

สาขาสถานีชนิ ฮานามากิ ทางออกฝง ตะวันตก

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์

●

สาขาสถานีเซ็นได ทางออกฝง ตะวันตก

https://rent.toyota.co.jp/th/shop_city_list.aspx?pref=03&sFlg=3

TOYOTA Rental & Leasing เซ็นได
●

สาขาสถานีเซ็นได ทางขึน้ รถไฟฟาชินคันเซ็น

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่เว็บไซต์

https://rent.toyota.co.jp/th/shop_city_list.aspx?pref=04&sFlg=3

