
1.SHIMANTO ASHIZURI Bus Pass（以下稱巴士通票）僅供記名者於有效期間內使用。記名者僅限持「短期居留」簽證的訪日外籍旅客。

2.搭乘四萬十・足摺號周遊觀光巴士、四萬十川巴士時，請在上車時出示巴士通票，其他市區巴士則於下車時出示。此外，若搭乘該市區

巴士需抽取整理券，請在上車時抽取。

3.使用巴士通票期間，請隨身攜帶護照， 以備駕駛員查驗。

4.本巴士通票於期限內可搭乘：四萬十・足摺號周遊觀光巴士︑四萬十川巴士，以及刊載於 P.2的高知西南交通市區巴士。但不包括前往

京都／東京／高知等各高速巴士，以及中村市區小巴等路線。

5.遺失（包含失竊）恕不予補發。

6.有效期間內，若因天災等因素無法行駛，恕不予退款，亦不受理延長效期。

7.自有效期間當天起即無法退款。若需退款，請在有效期間之前，於巴士通票之兌換處或發售處辦理取消。辦理取消時將會從退回的金

額中扣除500日圓作為手續費。此外，若購買時是於日本國境內刷卡交易，於僅限指定處才能辦理退款。

8.使用資格若違反巴士通票規定，將會視為無效票並予以回收，並收取5,000日圓。

※本公司有權不經告知逕行停止販售或更改內容。

※刊載內容為2020年3月現在的資訊，本公司有權不經告知逕行變更內容，亦不受理因變更造成的退款或損失。

使 用 資 格

1. SHIMANTO ASHIZURI Bus Pass (hereafter, “Bus Pass”) is valid only for the person whose name appears on the Bus Pass for its valid 
period. The person whose name appears on the Bus Pass must be a foreigner visiting Japan with a short-stay visa.　2. Show your Bus 
Pass to a driver/busman when you get on the Sightseeing Tour Bus (Shimanto-Ashizuri Bus) and Shimanto River Bus or when you get 
off of other city buses. Note that, when you use a city bus with a numbered ticket system, make sure to take one upon getting on the 
bus.　3. You must carry your passport with you during your travel using your Bus Pass, which you must present upon request from a 
busman/driver.　4. This Bus Pass allows you to use bus services, including the Sightseeing Tour Bus (Shimanto-Ashizuri Bus), 
Shimanto River Bus, and city buses operated by Kochi Seinan Kotsu (which are listed on page 2), at any time during the valid period of 
your Bus Pass. Note that the Bus Pass is not valid for expressway buses bound for Kyoto, Tokyo, and Kochi, nor Nakamura 
machi-buses.　5. In case of a lost or stolen Bus Pass, it will not be reissued.　6. No refund will be given when bus services are not 
available due to natural disasters or other reasons during the valid period of your Bus Pass. You cannot extend the valid period of your 
Bus Pass.　7. No refund will be given after the beginning of the valid period of your Bus Pass. Only when it is before the beginning of 
the valid period of your Bus Pass and there is a request to cancel it at a place where your Bus Pass was issued/purchased. In this case, 
the refund will be a price after subtracting a cancellation fee 500 yen from the price you paid for your Bus Pass (Japanese yen). If you 
used your credit card to purchase your Bus Pass in Japan, the refund will be only available at limited locations.　8. If you use your Bus 
Pass in violation of the Conditions of Use, your Bus Pass will be considered invalid and confiscated and you will be charged 5,000 
Japanese yen. 
*Please note that this Bus Pass is subjected to discontinuation or change without notice.
*The information above is as of March 2020 and is subjected to change without notice; however, there will be no compensation, such as 
refund, due to any change.

Conditions of Use

1.SHIMANTO ASIZURI Bus Pass（以下、バスパスと呼ぶ）は有効期間内に記名人に限って使用できます。記名人は「短期滞在」の在留資格で
日本国を訪問されている外国人の方に限ります。 2.周遊観光バスしまんと・あしずり号及び川バス利用の際には乗車時に、その他の路線バスは降車
時に乗務員に提示してください。尚、整理券方式の路線バスを利用の際には乗車時に整理券をお取り下さい。 3.バスパスの使用中は必ず旅券を
携帯し、乗務員から請求があるときには提示してください。 4.このバスパスにより、周遊観光バスしまんと・あしずり号、四万十川バス及びP.2に記載
の高知西南交通の路線バスが期間内いつでもご利用できます。ただし、 京都行・東京行・高知行各高速バス、及び中村まちバスは対象外です。 
5.紛失（盗難の場合を含む）の場合でも再発行はしません。 6.有効期間中は、自然災害等によりバスが運行不能の場合でも払い戻しはいたしま
せん。また、有効期間の延長の取扱いも致しません。 7.有効期間開始以降の払い戻しはいたしません。有効期間開始日前であって、バスパスの引
換箇所または発売箇所に取消しのお申し出があった場合に限り払い戻しを行います。この場合、取消し手数料としての500円を差し引いた金額を
日本円で払い戻し致します。また国内においてクレジットカードで購入した場合は、払い戻し箇所が制限されます。 8.バスパスの利用条件の規定に
違反して使用した場合、パスを無効として回収し、日本円で5,000円をいただきます。
※本商品は予告なく販売を終了、または内容を変更する場合があります。
※記載内容は2020年3月現在のもので、予告なく変更される場合がありますが、変更に伴う払い戻し等の補償はいたしません。

利 用 条 件


