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乗換案内 2018年 3月版のご案内 

2018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、2018年 3月版につきまして以下の通りご案内いたします。 

 

目次 

―ＪＲ時刻表 3月号・私鉄春の改正対応― 

―2018年 3月版での変更点― 

1．運賃改定 

2．新駅 

3．新線 

4．新規サポート路線 

5．駅名変更 

6．駅名修正 

7．路線名変更 

8．路線名修正 

9．廃駅 

10．廃線 

11．東京メトロ、都営地下鉄における 03/17からの乗換駅追加対応 

ＪＲ時刻表 3月号・私鉄春の改正対応 

JR時刻表 3月号および主な私鉄の改正に対応しました。 

大阪市交通局が2018/04/01より民営化され、大阪市営地下鉄と大阪市営バスはそれぞれ大阪市

高速電気軌道と大阪シティバスに変更されます。乗換案内では大阪市営地下鉄については大阪メト

ロとして案内することとしました。大阪市営バスについては路線バスが履歴に対応していない都合上、

次回版での対応とさせていただきますのでご了承ください。 

2018年 3月版での変更点 

1． 運賃改定 

以下の通り、鹿児島市電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 

鹿児島市交通局 

鹿児島市電１系統 

鹿児島市電２系統 

鹿児島市電１・２系統 

定期代改定・全線定期化 2018/01/01 

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 
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鹿児島駅前(鹿児島市電１系統)鴨池 170円 6,720 円 → 170円 7,140 円 

※改定後は定期登録区間にかかわらず路線内の全区間が定期精算対象になります 

 

以下の通り、同日より運行開始の京王ライナーにおいてライナー料金が設定されました。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

京王電鉄 京王ライナー ライナー料金設定 2018/02/22 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 料金 運賃 料金 

新宿(京王ライナー)府中（東京） － － → 280円/IC278円 400円 

府中（東京）(京王ライナー)北野（東京） － － → 200円/IC195円 0円 

※新宿駅から乗車する場合にのみ座席指定料金が必要です 

 

以下の通り、ロマンスカー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 

小田急電鉄 
ロマンスカー［箱根］ 

ロマンスカー［メトロ］ 
箱根登山線直通時の割引廃止 2018/03/17 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 料金 運賃 料金 

新宿(ロマンスカー［箱根］)箱根湯本 
1,190 円 

IC1,184 円 
890円 → 

1,190 円 

IC1,184 円 
1,090 円 

表参道(ロマンスカー［メトロ］)小田原 
1,000 円 

IC987 円 
1,100 円 → 

1,000 円 

IC987 円 
1,100 円 

※箱根登山線の箱根湯本まで直通した場合のみ料金が改定されます 

 

以下の通り、京王相模原線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 

京王電鉄 
京王線 

京王相模原線 
運賃改定・定期代改定 2018/03/17 

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 

稲城(京王相模原線)調布 150円/IC143円 5,370 円 → 140円/IC133円 4,990 円 

橋本（神奈川）(京王線)新宿 440円/IC440円 16,520 円 → 420円/IC420円 15,770 円 

※京王多摩川以遠[京王稲田堤方面]区間の京王相模原線に乗り入れる京王線も対象です 
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以下の通り、黒部峡谷鉄道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 

黒部峡谷鉄道 黒部峡谷鉄道 運賃改定・定期代改定 2018/04/01 

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 

宇奈月(黒部峡谷鉄道)欅平 1,710 円 39,820 円 → 1,980 円 47,420 円 

 

以下の通り、京都丹後鉄道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 
こうのとり 

はしだて 特急料金改定 2018/04/01 

京都丹後鉄道 たんごリレー 

変更例) 

経路 
改定前 

 
改定後 

運賃 料金 運賃 料金 

京都(はしだて)宮津（京都） 2,190 円 2,240円 → 2,190 円 2,340円 

福知山(たんごリレー)天橋立 770 円 750円 → 770円 850円 

※料金は通常期指定席のものです 

 

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 

あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ たかおかやぶなみ 

2018/03/17 
おおさか東線 衣摺加美北 きずりかみきた 

東海道・山陽本線 ＪＲ総持寺 じぇいあーるそうじじ 

伊賀鉄道 四十九 ※ しじゅく 

大船渡線 栃ヶ沢公園 とちがさわこうえん 
2018/04/01 

両毛線 あしかがフラワーパーク あしかがふらわーぱーく 

※四十九駅の詳細路線図の対応は次回版以降にて行います 

 

3． 新線 

以下の通り、新線が開業します。 

 



 4 

電鉄名 路線名 路線名よみ 開業日 

京王電鉄 京王ライナー けいおうらいなー 2018/02/22 

西武鉄道 拝島ライナー はいじまらいなー 2018/03/10 

 

4． 新規サポート路線 

以下の通り、東武鉄道の特急きぬ・けごん・会津とは料金体系が異なる特急路線を定義しました。 

電鉄名 路線名 路線名よみ 開業日 

東武鉄道 リバティ りばてぃ 2017/04/21 

 

5． 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 

京阪石山坂本線 

坂本（滋賀） → 坂本比叡山口 さかもとひえいざんぐち 

2018/03/17 

皇子山 → 京阪大津京 けいはんおおつきょう 

別所（滋賀） → 大津市役所前 おおつしやくしょまえ 

浜大津 → びわ湖浜大津 びわこはまおおつ 
京阪京津線 

福井鉄道 市役所前（福井） → 福井城址大名町 
ふくいじょうしだいみょう

まち 
2018/03/24 

大阪メトロ御堂筋線 中津（大阪市営） → 中津（大阪メトロ） なかつ 

2018/04/01 

大阪メトロ千日前線 
小路（大阪市営） → 小路（大阪メトロ） しょうじ 

今里（大阪市営） 
→ 

今里（大阪メトロ） いまざと 
大阪メトロ今里筋線 → 

大阪メトロ谷町線 平野（大阪市営） → 平野（大阪メトロ） ひらの 

大阪メトロ中央線 高井田（大阪市営） → 高井田（大阪メトロ） たかいだ 

 

6． 駅名修正 

以下の通り、駅名を修正しました。 

路線名 修正前  修正後 修正後よみ 

伊予鉄道軌道線、伊予鉄

道環状線、坊ちゃん列車 

松山駅前 → ＪＲ松山駅前 じぇいあーるまつやまえきまえ 

松山市駅前 → 松山市駅 まつやましえき 
伊予鉄道本町線 

 

7． 路線名変更 

以下の通り、路線名が変更されます。 
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電鉄名 変更前  変更後 変更後よみ 変更日 

ＪＲ 
北斗 → スーパー北斗 すーぱーほくと 

2018/03/17 
あさぎり → ふじさん ふじさん 

大阪 

メトロ 

大阪市営御堂筋線 → 大阪メトロ御堂筋線 おおさかめとろみどうすじ 

2018/04/01 

大阪市営千日前線 → 大阪メトロ千日前線 おおさかめとろせんにちまえ 

大阪市営谷町線 → 大阪メトロ谷町線 おおさかめとろたにまち 

大阪市営中央線 → 大阪メトロ中央線 おおさかめとろちゅうおう 

大阪市営堺筋線 → 大阪メトロ堺筋線 おおさかめとろさかいすじ 

大阪市営四つ橋線 → 大阪メトロ四つ橋線 おおさかめとろよつばし 

大阪市営ニュートラム → 大阪メトロニュートラム おおさかめとろにゅーとらむ 

大阪市営長堀鶴見緑地線 
→ 

大阪メトロ長堀鶴見緑地線 
おおさかめとろながほりつる

みりょくち 

大阪市営今里筋線 → 大阪メトロ今里筋線 おおさかめとろいまざとすじ 

 

8． 路線名修正 

以下の通り、路線名を修正しました。 

電鉄名 修正前  修正後 修正後よみ 

伊予鉄道

軌道線 

伊予鉄道市駅線 → 伊予鉄道松山市駅線 いよてつどうまつやましえき 

伊予鉄道松山駅前線 → 伊予鉄道ＪＲ松山駅前線 
いよてつどうじぇいあーるまつ

やまえきまえ 

 

9． 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 

根室本線 羽帯 はおび 2018/03/17 

大船渡線 まちなか陸前高田 まちなかりくぜんたかた 2018/04/01 

 

10． 廃線 

以下の通り、廃線が行われます。 

電鉄名 路線名 区間 廃線日 

ＪＲ 三江線 三次～江津 2018/04/01 

※詳細路線図の対応は次回版以降にて行います 

 

11． 東京メトロ、都営地下鉄における 03/17 からの乗換駅追加対応 

水天宮前駅～人形町駅間と新富町駅～築地駅間がそれぞれ 2018/03/17 から乗換駅に設定され

ることにより、それぞれの乗換駅同士が同一駅の扱いとなります。これに伴い乗換駅同士の検索が
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できなくなりますが、設定日以前では従来通り別の駅として検索できるように対応するために乗換案

内では設定日前後で水天宮前駅と新富町駅を別の駅として名称を分けて扱うこととしました。 

なお、今回追加される乗換駅を利用した経路における東京メトロ、都営地下鉄連絡定期券につき

ましては今回版では対応しておりません。 

変更前  変更後 備考 

水天宮前（東京） → 水天宮前（東京メトロ） 

人形町駅と同一駅扱いされる以前の水天宮前駅で既存の

水天宮前から水天宮前（東京）に駅名修正されたもの。 

2018/03/17 より水天宮前（東京メトロ）に駅名変更 

新富町（東京） → 新富町（東京メトロ） 
築地駅と同一駅扱いされる以前の新富町駅。 

2018/03/17 より新富町（東京メトロ）に駅名変更 

 

検索経路例 備考 

水天宮前（東京）～人形町 2018/03/16 以前は従来通り検索可能 

2018/03/17 以降は同一駅同士の検索とみなされ検索不可 新富町（東京）～築地 

水天宮前（東京メトロ）～人形町 2018/03/16 以前の別の駅同士として検索可能 

2018/03/16 以前の検索では駅名は変更前のものに置換される 新富町（東京メトロ）～築地 

 

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 


