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乗換案内 2017年 7月版のご案内 

2017年 6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 7月版につきまして以下の通りご案内いたします。 

 

目次 
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8．エアポート快特－都営浅草線－東京メトロ線乗継時定期代誤り修正 

JR時刻表 7月号・私鉄改正対応 

JR時刻表 7月号対応及び 2017年 4月以降から夏までの私鉄改正に対応しました。 

2017/04/21 から東武鉄道において特急リバティが運行を開始し下今市以北のみの利用において

は座席指定を受けずに乗車券のみでの利用も可能になりました。これを受け乗換案内ではスペーシ

アをきぬ・けごん・会津に路線名変更した上で座席未指定に相当する自由席を追加させることで対応

を行っておりますが、特急路線における自由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。このため 2017/04/20以前のスペーシアを検索した場合には座席区分名称が従来の「特急券」

から「指定席」に変更されます。 

また時刻表をあてない検索においては、浅草～新藤原間の東武鉄道線内完結経路においてはリ

バティ利用ではなく従来の特急料金を導出し、新藤原以北の野岩鉄道・会津鉄道線内まで直通する

経路においてはリバティを利用したものとして特急料金を導出します。 

ただし時刻表をあてた検索においては上記区間によらず列車に応じた特急料金を導出します。 

 

2017年 7月版での変更点 

1． 運賃改定 

以下の通り、箱根駒ケ岳ロープウェーにおいて運賃が改定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

箱根駒ヶ岳ロープウェー 箱根駒ヶ岳ロープウェー 運賃改定 2016/10/01 

変更例) 
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経路 改定前運賃  改定後運賃 

箱根園(箱根駒ヶ岳ロープウェー)駒ヶ岳頂上（箱根） 640円 → 800円 

 

以下の通り、北大阪急行において運賃・定期代が改定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

北大阪急行線 北大阪急行線 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 

千里中央(北大阪急行線)江坂 120円 4,930円 → 140円 5,300円 

千里中央(大阪市営御堂筋線)梅田 350円 13,860円 → 370円 14,230円 

※大阪市営御堂筋線が直通乗り入れしているため北大阪急行線部分が内包される場合があります 

 

以下の通り、嵐電(京福電気鉄道)において運賃・定期代が改定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

京福電気鉄道 
嵐電（京福）嵐山本線 

嵐電（京福）北野線 
運賃改定・定期代均一化 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 

嵐山（京福電気鉄道）(嵐電（京福）嵐山本

線)帷子ノ辻 
210円 5,890円 → 220円 7,500円 

四条大宮(嵐電（京福）嵐山本線)帷子ノ辻

(嵐電（京福）北野線)北野白梅町 
210円 10,640円 → 220円 7,500円 

 

以下の通り、三陸鉄道において定期代が改定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

三陸鉄道 
三陸鉄道北リアス線 

三陸鉄道南リアス線 
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 

宮古(三陸鉄道北リアス線)山口団地 6,290円 → 5,760円 

釜石(三陸鉄道南リアス線)盛 44,060円 → 38,880円 
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以下の通り、あいの風とやま鉄道において特定区間運賃・定期代が設定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

あいの風とやま鉄道 あいの風とやま鉄道 特定区間運賃・定期代設定 2017/04/15 

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 

越中大門(あいの風とやま鉄道)高岡 210円 6,170円 → 200円 6,080円 

 

以下の通り、東武鉄道において特急・ライナー料金が改定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

東武鉄道 
きぬ・けごん・会津、りょうもう 

東武ライナー［浅草］、東武ライナー［大宮発］ 

リバティ料金、東武ラ

イナー料金新設 
2017/04/21 

検索例) ※改定前日付では検索できません 

経路 
改定後 

運賃 料金(指定席) 

浅草(きぬ・けごん・会津)会津高原尾瀬口 2,620円/IC2,620円 1,810円 

浅草(東武ライナー［浅草］)野田市 650円/IC648円 410円 

大宮（埼玉）(東武ライナー［大宮発］)運河 470円/IC463円 310円 

 

以下の通り、広島電鉄(鉄道・軌道線)において運賃・定期代が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

広島電鉄 広島電鉄宮島線 

運賃・定期代改定 2017/08/01 

広島電鉄軌道線 
広島電鉄１系統～９系統、 

広島電鉄２・６系統 

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 

広電西広島［己斐］(広島電鉄宮島線)

広電宮島口 

210円 

IC190円 
7,560円 → 

230円 

IC210円 
8,280円 

江波(広島電鉄６系統)舟入町 
160円 

IC150円 
6,340円 → 

180円 

IC170円 
7,130円 

 

以下の通り、京阪電気鉄道において特急・ライナー料金が改定されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

京阪電気鉄道 京阪本線 プレミアムカー導入※ 2017/08/20 
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京阪ライナー ライナー料金導入 2017/08/21 

※京阪本線では一部列車にのみプレミアムカーが連結されるため時刻表をあて列車を特定する必要

がありますが、対応した時刻表データの収録が間に合わなかったため今回版では京阪ライナーでの

みプレミアムカーが選択可能です 

検索例) ※改定前日付では検索できません 

経路 
改定後 

運賃 料金 

枚方市(京阪ライナー)樟葉 210円 
(ライナー券)300円 

(プレミアムカー)400円 

 

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 

秩父鉄道 ソシオ流通センター そしおりゅうつうせんたー 
2017/04/01 

大船渡線 
八幡大橋 はちまんおおはし 

まちなか陸前高田 まちなかりくぜんたかた 2017/04/27 

東武日光線・鬼怒川線 

日光・きぬがわ 

きぬ・けごん・会津 

東武ワールドスクウェア※ とうぶわーるどすくうぇあ 2017/07/22 

※東武ワールドスクウェア駅は運賃計算上、小佐越駅と同駅とみなして計算されます 

 

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 

東武鉄道 
東武ライナー［浅草］ とうぶらいなー 

2017/04/21 
東武ライナー［大宮発］ とうぶらいなー 

ＪＲ 
急行飛騨路号 ひだじごう 2017/05/13 

○○のはなし まるまるのはなし 2017/08/05 

京阪電気鉄道 京阪ライナー けいはんらいなー 2017/08/21 

 

4． 新規サポート路線 

以下の通り、新規に路線をサポートしました。 

電鉄名 路線名 路線名よみ 

竜王ロープウェイ 竜王ロープウェイ りゅうおうろーぷうぇい 

北八ヶ岳ロープウェイ 北八ヶ岳ロープウェイ きたやつがたけろーぷうぇい 
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電鉄名 路線名 路線名よみ 

駒ヶ岳ロープウェイ 駒ヶ岳ロープウェイ こまがたけろーぷうぇい 

栂池ゴンドラリフト 
栂池ロープウェイ つがいけろーぷうぇい 

栂池ゴンドラリフト つがいけごんどらりふと 

 

5． 駅名変更 

以下の通り、駅名が変更されました。 

路線名 変更前  変更後 変更後よみ 変更日 

えちぜん鉄道

三国芦原線 

太郎丸 → 太郎丸エンゼルランド たろうまるえんぜるらんど 

2017/03/25 
西春江 → 西春江ハートピア にしはるえはーとぴあ 

西長田 → 西長田ゆりの里 にしながたゆりのさと 

下兵庫（福井） → 下兵庫こうふく しもひょうごこうふく 

※岡山電軌東山線の東山（岡山）は 2017/04/01 に「東山・おかでんミュージアム駅」に駅名変更され

ていますが、乗換案内では駅名変更は行わず「東山・おかでんミュージアム駅」での検索は東山

（岡山）に置き換えて検索されます 

 

6． 駅名修正 

以下の通り、駅名が修正されました。 

路線名 修正前  修正後 修正後よみ 

五能線、リゾートしらかみ 千畳敷 → 千畳敷（青森） せんじょうじき 

 

7． 路線名変更 

以下の通り、路線名が変更されました。 

電鉄名 変更前  変更後 変更後よみ 変更日 

東武鉄道 スペーシア → きぬ・けごん・会津 すぺーしあ 2017/04/21 

 

 

 

8． エアポート快特－都営浅草線－東京メトロ線乗継時定期代誤り修正 

エアポート快特－都営浅草線－東京メトロ線の乗り継ぎを行った際、本来定期代に適用されるべ

き都営－東京メトロの乗継割引が適用されない誤りがあり修正しました。 

修正例) 

経路 
修正前  修正後 

運賃 通勤 1 ヶ月  運賃 通勤 1 ヶ月 

押上(エアポート快速特急)浅草(都営浅草線)

日本橋（東京）(東京メトロ東西線)東陽町 

310円 

IC299円 
14,990円 → 

310円 

IC299円 
12,750円 
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※運賃に誤りはありません 

 

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 


