外国免許の切替え手続き
１

学科･技能試験の一部が免除になる人

(１) 外国の行政庁が発行した運転免許証を持っていること。
国際運転免許証では手続きできません。
(２) 外国の運転免許を取得してから、その国に通算３か月以上滞在していたこと。
観光旅行等の際に外国の運転免許を受けて帰国しても、通算３か月以上滞在していない
場合は免除になりません。
(３) 外国の運転免許証の有効期限を過ぎていないこと。
国によって有効期間が違います。有効期限を過ぎて申請しても免除になりません。
(４) 書類審査、適性試験(視力等)、道路の交通の方法・運転の知識、自動車等の運転に関す
る技能についての審査に合格した場合に限って、日本の運転免許に切替えができます。
※ 愛媛県内に住所のある方に限ります。

２

受付
火曜または金曜（祝日を除く）のＡＭ９：００またはＰＭ2：00
事前に予約が必要です。
電話または窓口で予約をしてください。（土、日、祝休日、12/29～1/3 は、閉庁日です。）
特例国の免許証を保有している方
書類審査と適性試験（視力等）に合格すれば日本の運転免許に切替えができます。
特例国
1 アイスランド、2 アイルランド、3 アメリカ合衆国（メリーランド州及びワシ
ントン州に限る）、4 イギリス、5 イタリア、6 オーストラリア、7 オーストリア
8 オランダ、9 カナダ、10 韓国、11 ギリシャ、12 スイス、13 スウェーデン、
14 スペイン、15 スロベニア、16 チェコ、17 デンマーク、18 ドイツ、19 ニ
ュージーランド 20 ノルウェー、21 ハンガリー、22 フィンランド、23 フラン
ス、24 ベルギー、25 ポルトガル、26 モナコ、27 ルクセンブルク、28 台湾
以上２8 カ国等
特例国以外の国の免許証を保有している方
書類審査、適性試験（視力等）、交通の方法・知識等についての学科審査、技能審査を受けてい
ただきます。

３

必要なもの
(１) 申請書（免許センターで準備します）
(２) 申請用写真（申請免許数により、写真も複数枚必要）
縦３ｃｍ×横２.４ｃｍ、６ヶ月以内に撮影したもの
(３) 住民票１通（本籍、国籍又は地域を記載のもの）
既に日本の運転免許をお持ちの方は運転免許証
※ マイナンバー省略の住民票をご用意ください。個人番号が記載された住民票を提出される方は、ご本
人に個人番号を黒く塗りつぶしていただきます。

(４) 在留カード（外国人の場合）
(５) パスポート（発給国で通算３ヶ月以上滞在していることが確認できるもの）
出入国のスタンプがなく、滞在期間の確認ができない場合は受理できません。

古いパスポートや航空券等の滞在期間を証明できるものがあれば全て持参してください。
※ 旅券で確認できない場合は、その他書類が必要です。お問い合わせください。
※ 旅券の出入国の記録の説明を求めますのでペーパー等で整理をしておいてください。
また自国の入国管理をしている行政庁が出入国履歴の証明書を発行している国については
出入国履歴証明書を提出すれば出入国の確認がスムーズに行えます。
(６) 外国の運転免許証
※ 交付年月日または取得年月日のないものは、それが分かる書類を当該国から取り寄せて下
さい。
※ 申請免許以外の国の運転免許証をお持ちの方は、一緒に持参してください。
※ 外国免許に付随する書類、運転免許取得証明等があれば持参してください。
例）フィリピンのオフィシャルレシート、LTO 発行の証明書
(７) 国際運転免許証（お持ちの方）
(８) 外国の運転免許証の翻訳文
翻訳は
○ 運転免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関
○ 台湾は、台湾日本交流協会（台湾の免許事務機関の翻訳文は可）
○ 公安委員会が認めたもの、及び公安委員会が指定したもの
松山市南江戸５丁目１５－３２ 日本自動車連盟（ＪＡＦ）愛媛支部
（℡０８９－９２５－８６６８）
でおこなっています。（有料）
(９) 手数料
申請手数料
普通一種
２，５５０円
大型一種、中型一種、準中型 ４，１００円
その他
２，６００円
交付手数料
２，０５０円
その他試験車使用料等、申請免許の種別・申請免許数により異なります。
(10) 日本語が話せない人は、通訳の方と一緒に来てください。
(11) 期限が切れた日本の運転免許証（お持ちの方）
４ 手続きの流れ
特例国（知識及び技能の確認免除）
審査※１ ⇒ 申請書作成 ⇒ 受付 ⇒ 適性試験 ⇒ 写真撮影 ⇒ 免許証交付
特例国以外の国
審査※１ ⇒ 申請書作成 ⇒ 受付 ⇒ 適性試験 ⇒ 知識の確認（筆記試験）※２ ⇒
合格 ⇒ 技能審査 ⇒ 合格 ⇒ 写真撮影 ⇒ 免許証交付
※１ 審査の結果、受理できない場合もあります。
※２ 知識の確認は、筆記の正誤式で 10 問中７問以上の正解で合格となります。
なお、知識の確認の使用言語は、英語、スペイン語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア
語、韓国語、中国語、タイ語、タガログ語の９カ国です。
適性試験等は後日行います。
問い合わせ
松山市勝岡町１１６３－７ 愛媛県運転免許センター
℡０８９－９３４－０１１０
(代表が出ますので「外国免許の切替」)とお伝え下さい。

Ehime Prefecture Driver’s License Center (Ehime-DLC)

Procedure for switching your foreign driver’s license to a Japanese license
(*)The procedure is actually called “converting from a foreign license” in Japanese
(外国免許の切り替え gaikoku menkyo no kirikae)

No.1 The following four conditions must be met in order to be eligible to convert your foreign
license to a Japanese license.
1. You must have a valid driver’s license from your country.
2. You must have resided in your country with your valid license for at least 3 months (not necessarily consecutive)
before coming to Japan.
3. Duration of validity differs from country to country. If your driver’s license has expired, it is no longer accepted.
4. You must take an interview to determine whether you are qualified for the conversion process.
(Conversion will be allowed only after you pass the interview which covers the basic Japanese traffic rule and
basic driving knowledge. If you are judged to be able to drive without difficulty, you will be exempted from some
parts of the skill test and the aptitude test.)

No.2 Reception time
When converting from a foreign license to a Japanese license, you need to make a reservation at least one day
before you are planning on coming in. (Reservation-only)
Reservations can be made by phone or in person at the reception counter
(Phone 089-934-0110 Please call Ehime DLC staff)
You will need to be at the reception counter of the Ehime-DLC by 9:00am or 14:00pm
on Tuesday – Friday except holidays.

<Countries that have a driving agreement with Japan >
(Exempt from the skill test and the aptitude test.)
Iceland, Ireland, USA（State of Maryland and State of Washington）,United kingdom, Italy, Australia, Austria, the
Netherlands, Canada, Greece, Switzerland, Sweden, Spain, Denmark, Germany, New Zealand, Norway,Hungary
Finland, France, Belgium, Portugal, Luxemburg, Monaco, Korea, Taiwan, Czech, Republic of Slovenia (28
countries) .
Other countries, the person who had a Japanese license in the past, and still has a license card.
(Please don’t hesitate to ask if there are any points you feel are unclear.)

・For those from countries that have a driving agreement with japan, only the aptitude test must be taken after
completing registration
・For those from countries that do not have a driving agreement with japan, the aptitude test, the written knowledge
test and, the skill test must be taken.

No.3 Necessary documents
(1) Application form (Shinseisho),available at DLC(申請書)
(2) A Photograph taken within the last 6 months（hatless, facing front, approximately 3×2.4cm）
（写真）
(3) Certificate of residence（住民票）

(4) Residence Card（在留カード）
(5) Your passport（パスポート）
・The emigration and immigration situation of the issuance country（発行国の移住・出入国管理状況）
・Things that prove your residence of more than 3month in the country where your driver’s license is
issued.（3 ヶ月以上滞在していることを確認できるもの）
(6) Your valid foreign driver’s license（外国免許）
・If you have an expired license, bring it with you.
・If your driver’s license does not include the date of issue, you will need to provide written proof,
in the form of a notarized letter or official driving record, of the date your license was issued.
（You may need an embarkation card）
(7) International driver’s license (if you have one)（国際免許証）
(8) An officially translation （公的機関等の翻訳文、翻訳）
・You may not translate your own license; you must get an official translation from either the Japanese embassy
of your country, or from the Japan Automobile Federation(JAF),which has been approved or designated by
Japanese Public Safety Commission.
<JAF(Japan Automobile Federation Matsuyama Branch)>
Address: 5-15-32 Minamiedo, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Phone: 089-925-8668
Web: http://www.jaf.or.jp
(9) Fees（申請料・手数料）
・Issuance fee: 2,050yen
・Application fee:

Ordinary motor vehicle/2,550yen
Large-sized,Medium-sized and Semimedium-sized motor vehicle/4,100yen
Others/2,600yen

※Fees differ based on vehicle size and number of applications
(10) Bring your own translator if you cannot communicate in Japanese (日本語通訳者同伴のこと)
(11) Expired Japanese driver’s license (if you have one) (失効免許証)

No.4 Procedure
Exempt countries (Driving knowledge and skill test are not required)
Application Screening*1 - Fill out the application - Submit the application – examinee registration aptitude test – lecture for the successful applicants – Taking of photograph - Issuance of the driver’s license
Non-exempt countries
Application Screening*1 - Fill out the application - Submit the application – examinee registration aptitude test –

written test *2 – Announcement of success - driving skill test (prior reservation is

required) *3 - Announcement of success - lecture for successful applicants - Taking of photograph Issuance of the driver’s license
Note (*1) Not all applicants pass.
(*2) A passing mark is 7 correct answers out of 10.
9 languages are available for the written test; English, Spanish, Persian,
Portuguese, Russian, Korean, Chinese, Thai, Tagalog
(*3) Prior reservation is required for the driving skill test. Practice for the driving skill test will be done on the
DLC driving course.

No.5 Further information
Ehime Prefecture Driver’s License Center (DLC)
Ehime –ken unten menkyo senta
Address: 1163-7 Katsuoka-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Phone: 089-934-0110 (extension 727-334)
Web: http://www.police.pref.ehime.jp

