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乗換案内 2017年 3月版のご案内 

2017年 2月吉日 

ジョルダン株式会社 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて早速ですが、2017年 3月版につきまして以下の通りご案内いたします。 
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春のダイヤ・運賃改正対応：3/4 

JRグループの 2017/03/04改正を始めとする春のダイヤ・運賃改正に対応しました。 

中でも札幌～旭川間で運行されている特急スーパーカムイは 2017/03/04 より特急ライラックと特

急カムイに分けて運行され、同時にグリーン席が新設されます。これを受け乗換案内ではスーパーカ

ムイをライラック・カムイに路線名変更した上でグリーン席設備を追加させることで対応を行っており

ますが、特急路線におけるグリーン席等の設備情報につきましては履歴対応をしておりません。 

そのため標準座席をグリーン車にした上で 2017/03/03 以前のスーパーカムイを検索した場合に

は実際には設置されていなかったグリーン車の料金が導出されますのでご了承ください。 

2017年 3月版での変更点 

1． 運賃改定 

以下の通り、JR－富士急行線直通列車において特急料金が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

ＪＲ 
成田エクスプレス 

ホリデー快速［富士山］ 

JR－富士急行線直通列車への 

富士急行線内特急料金設定 
2017/03/04 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 料金 運賃 料金 

成田空港(成田エクスプレス)河口湖 
4,160 円 

/IC4,164 円 
2,680 円 → 

4,160 円 

/IC4,164 円 
3,080 円 

※料金は通常期指定席の場合です 
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以下の通り、旭川駅での特急乗継において特急料金が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

ＪＲ 
ライラック・カムイ、宗谷・サロベツ 

北斗、オホーツク・大雪 

旭川駅での特急乗継料金通算制度の

新設 
2017/03/04 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 料金 運賃 料金 

美唄(ライラック・カムイ)旭川(宗谷・サロベツ)稚内 6,580 円 4,550 円 → 6,580 円 3,110 円 

札幌(北斗)旭川(オホーツク・大雪)女満別 6,800 円 5,220 円 → 6,800 円 3,110 円 

※料金は通常期指定席の場合です 

 

以下の通り、JR九州において特急料金が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

ＪＲ JR九州内の特急、急行、快速列車 
指定席料金相当額改定 

JR九州内閑散期の廃止 
2017/03/04 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 料金 運賃 料金 

国分（鹿児島）(きりしま)鹿児島中央 650 円 810 円 → 650 円 820 円 

長崎（長崎）(かもめ)佐賀 2,130 円 1,740 円 → 2,130 円 1,750 円 

※料金は通常期指定席の場合です 

 

以下の通り、大阪モノレールにおいて定期代が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

大阪モノレール 
大阪モノレール 

大阪モノレール彩都線 
通勤定期代改定 2017/04/01 

 

 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

通勤 1 ヶ月 通勤 1 ヶ月 

大阪空港(大阪モノレール)門真市 21,670 円 → 21,120 円 

彩都西(大阪モノレール彩都線)公園東口 11,240 円 → 11,140 円 

 

以下の通り、札幌市電において運賃が改定されます。 
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電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

札幌市電 札幌市電（環状線） 運賃・定期代改定 2017/04/01 

 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 通勤 1 ヶ月 運賃 通勤 1 ヶ月 

狸小路(札幌市電（環状線）)行啓通 170 円 7,550 円 → 200 円 8,040 円 

 

以下の通り、大阪市交通局において運賃が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

大阪市交通局 大阪市営地下鉄・ニュートラム 
2 区運賃・定期代改定 

特定区間定期廃止 
2017/04/01 

 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 通勤 1 ヶ月 運賃 通勤 1 ヶ月 

天王寺(大阪市営御堂筋線)淀屋橋 240 円 9,320 円 → 230 円 8,930 円 

大阪港(大阪市営中央線)コスモスクエア(大

阪市営ニュートラム)中ふ頭（大阪） 
240 円 9,180 円 → 230 円 8,930 円 

※大阪港～中ふ頭（大阪）間には特定区間定期が設定されていましたが改定と合わせ廃止されます 

 

2． 新駅 

以下の通り、新駅が開業します。 

路線名 駅名 駅名よみ 開業日 

可部線 
あき亀山 ※ あきかめやま 

2017/03/04 河戸帆待川 ※ こうどほまちがわ 

山陽本線 寺家 じけ 

三陸鉄道北リアス線 十府ヶ浦海岸 とふがうらかいがん 2017/03/25 

磐越西線 郡山富田 こおりやまとみた 2017/04/01 

※あき亀山、河戸帆待川は可部からの延伸開業区間の新駅です 

 

3． 新線 

以下の通り、新線が開業します。 

電鉄名 路線名 路線名よみ 開業日 

ＪＲ いさぶろう・しんぺい いさぶろう 2017/03/04 
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電鉄名 路線名 路線名よみ 開業日 

西武鉄道 
Ｓ－ＴＲＡＩＮ［横浜］ えすとれいん 

2017/03/25 
Ｓ－ＴＲＡＩＮ［豊洲］ えすとれいん 

ＪＲ 千年ものがたり せんねんものがたり 2017/04/01 

 

4． 駅名変更 

以下の通り、駅名が変更されます。 

路線名 変更前  変更後 変更後よみ 変更日 

東武日光線・鬼怒川線 

東武伊勢崎線 
松原団地 → 獨協大学前 どっきょうだいがくまえ 2017/04/01 

 

5． 路線名変更 

以下の通り、路線名が変更されます。 

電鉄名 変更前  変更後 変更後よみ 変更日 

ＪＲ 

スーパーカムイ → ライラック・カムイ すーぱーかむい 

2017/03/04 スーパー宗谷 → 宗谷・サロベツ すーぱーそうや 

オホーツク → オホーツク・大雪 おほーつく 

 

6． 廃駅 

以下の通り、廃駅が行われます。 

路線名 駅名 駅名よみ 廃駅日 

函館本線 

蕨岱 わらびたい 

2017/03/04 

東山（北海道） ひがしやま 

姫川（北海道） ひめかわ 

桂川（北海道） かつらがわ 

北豊津 きたとよつ 

釧網本線 五十石 ごじっこく 

根室本線 

上厚内 かみあつない 

稲士別 いなしべつ 

島ノ下 しまのした 

千歳線 美々 びび 

 

7． 常磐線の相馬～浜吉田復旧に伴う営業キロ変更対応 

常磐線の相馬～浜吉田復旧に当たり駒ヶ嶺～浜吉田間は内陸部へ移設されましたが、実際の

営業キロ変更は磐越西線の郡山富田駅開業の2017/04/01まで猶予されており、同日より営業キロ

が変更されます。これに伴い運賃や定期代が変更になる区間があります。 
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変更例) 

経路 
変更前  変更後 

運賃 通勤 1 ヶ月  運賃 通勤 1 ヶ月 

日立木(常磐線)仙台 970 円/IC972 円 28,370 円 → 1,140円/IC1,144円 28,750 円 

坂元(常磐線 )仙台 (仙石

線)小鶴新田 
760 円/IC756 円 22,490 円 → 840 円/IC842 円 22,570 円 

 

お問い合わせ窓口のご案内 

E メール：各担当者のメールアドレス、または norikae-biz@jorudan.co.jp 

電話  ：03-5369-4051 

(代表電話ですので、「法人版の件で」とお申し付けください) 

FAX  ：03-5369-4057 

お問い合わせの際は、ご利用製品名及びバージョン、エラーの場合は内容（検索区間、条件、 

スクリーンショット等）をご用意いただきますようお願いいたします。 

以上 


