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乗換案内 2018年 7月版のご案内 

2018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、2018年 7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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ＪＲ時刻表 7月号対応と実態に即した路線名・駅名案内 

JR時刻表 7月号に対応しました。 

また筑豊本線と篠栗線が実情として福北ゆたか線、筑豊本線（若松線）、筑豊本線（原田線）として

案内・運行されていることを鑑みて、これらをはじめとしてその他の一部の路線や駅についても実情

に即した路線名・駅名の修正や路線区間の延伸・分割を行いました。 

2018年 7月版での変更点 

1． 運賃改定 

以下の通り、箱根ロープウェイ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 

箱根ロープウェイ 箱根ロープウェイ 運賃改定 2018/09/01 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

早雲山(箱根ロープウェイ)桃源台 1,370 円 → 1,450 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 

気仙沼線 志津川中央団地 しづがわちゅうおうだんち 2018/07/01 
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3． 新規サポート路線 

以下の通り、新規路線をサポートしました。 

電鉄名 路線名 路線名よみ 

ＪＲ 筑豊本線（若松線） ※ ちくほう 

ＪＲ 筑豊本線（原田線） ※ ちくほう 

十国峠ケーブルカー 十国峠ケーブルカー じゅっこくとうげけーぶるかー 

天橋立ケーブルカー 天橋立ケーブルカー あまのはしだてけーぶるかー 

妙見の森ケーブル 妙見の森ケーブル みょうけんのもりけーぶる 

八栗ケーブル 八栗ケーブル やくりけーぶる 

皿倉山ケーブル 皿倉山ケーブル さらくらやまけーぶる 

※筑豊本線の内、福北ゆたか線に含まれない区間をそれぞれ新規路線としてサポートしました 

 

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 

気仙沼線 ベイサイドアリーナ → 南三陸町役場・病院前 
みなみさんりくちょうやく

ばびょ ※ 
2018/07/01 

長崎電軌１・３系統 

長崎電軌１系統 

長崎電軌２系統 

長崎電軌３系統 

長崎大学前 → 長崎大学 ながさきだいがく 

2018/08/01 

浦上車庫前 → 浦上車庫 うらかみしゃこ 

松山町（長崎） → 平和公園 へいわこうえん 

浜口町 → 原爆資料館 げんばくしりょうかん 

大学病院前 → 大学病院 だいがくびょういん 

長崎電軌１・３系統 

長崎電軌４・５系統 

長崎電軌１系統 

長崎電軌２系統 

築町 → 新地中華街 しんちちゅうかがい 

長崎電軌１・３系統 

長崎電軌４・５系統 

長崎電軌１系統 

正覚寺下 → 崇福寺 そうふくじ 

長崎電軌４・５系統 

長崎電軌２系統 

賑橋 → めがね橋 めがねばし 

西浜町［アーケード］ → 浜町アーケード はまのまちあーけーど 

長崎電軌１・３系統 

長崎電軌４・５系統 

長崎電軌２系統 

長崎電軌３系統 

諏訪神社前 → 諏訪神社 すわじんじゃ 

公会堂前 → 市民会館 しみんかいかん 

長崎電軌４・５系統 市民病院前（長崎） → メディカルセンター めでぃかるせんたー 
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大浦天主堂下 → 大浦天主堂 おおうらてんしゅどう 

※文字列長の都合上、取得できる読みは途中までとなりますが、駅名検索時には正式な読みである

「みなみさんりくちょうやくばびょういんまえ」にて検索可能です 

 

5． 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 

伊予鉄道環状線 
平和通１丁目 → 平和通一丁目 へいわどおりいっちょうめ 

萱町６丁目 → 萱町六丁目 かやまちろくちょうめ 

伊予鉄道軌道線 

伊予鉄道環状線 

伊予鉄道本町線 

本町６丁目 → 本町六丁目 ほんまちちょくちょうめ 

伊予鉄道軌道線 

伊予鉄道本町線 

本町５丁目 → 本町五丁目 ほんまちごちょうめ 

本町４丁目 → 本町四丁目 ほんまちよんちょうめ 

本町３丁目 → 本町三丁目 ほんまちさんちょうめ 

伊予鉄道本町線 本町１丁目 → 本町一丁目 ほんまちいっちょうめ 

東北本線 花巻空港（岩手） → 花巻空港（ＪＲ） はなまきくうこう 

大阪モノレール 大阪空港 → 大阪空港（モノレール） おおさかくうこう 

空路 伊丹空港 → 伊丹空港（空港） いたみくうこう 

※伊予鉄道の駅名正式表記への修正と、空港施設と空港名を冠する鉄軌道駅名の区別化対応です 

 

6． 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 

ディズニーリゾ

ートライン 
ディズニーリゾート → ディズニーリゾートライン でぃずにーりぞーとらいん 

由利高原鉄道 由利高原鉄道 → 由利高原鉄道鳥海山ろく線 ゆりこうげんてつどう 

東武鉄道 東武野田線 → 東武アーバンパークライン とうぶのだ 

えちぜん鉄道 えちぜん鉄道勝山永平寺 → えちぜん鉄道勝山永平寺線 えちぜんてつどうかつやま 

小湊鉄道 小湊鉄道 → 小湊鐵道 こみなとてつどう 

成田スカイアク

セス 
成田スカイアクセス 

→ 
京成成田スカイアクセス けいせいなりたすかいあくせす 

ＪＲ 

利府線 → 東北本線利府支線 とうほくほんせんりふ 

夕張線 → 石勝線夕張支線 せきしょうせんゆうばり 

成田線［佐倉－銚子］ → 成田線［千葉－銚子］ そうぶなりた 
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筑豊本線・篠栗線快速 → 福北ゆたか線 ふくほくゆたか 

広島電鉄軌道

線 

広島電鉄１系統 → 広島電鉄１号線 ひろしまでんてついちごう 

広島電鉄２・６系統 → 広島電鉄２・６号線 ひろしまでんてつにごう 

広島電鉄２系統 → 広島電鉄２号線 ひろしまでんてつにごう 

広島電鉄３系統 → 広島電鉄３号線 ひろしまでんてつさんごう 

広島電鉄５系統 → 広島電鉄５号線 ひろしまでんてつごごう 

広島電鉄６系統 → 広島電鉄６号線 ひろしまでんてつろくごう 

広島電鉄７系統 → 広島電鉄７号線 ひろしまでんてつななごう 

広島電鉄８系統 → 広島電鉄８号線 ひろしまでんてつはちごう 

広島電鉄９系統 → 広島電鉄９号線 ひろしまでんてつきゅうごう 

大井川鉄道本

線 

大井川鉄道本線 → 大井川鐵道大井川本線 おおいがわてつどうおおいがわ 

大井川鉄道急行 → 大井川鐵道急行 おおいがわてつどうきゅうこう 

大井川鉄道井

川線 
大井川鉄道井川線 

→ 
大井川鐵道井川線 おおいがわてつどういかわ 

仙台空港鉄道 仙台空港線 → 仙台空港アクセス線 せんだいくうこうあくせす 

 

7． 駅移設 

以下の通り、駅移設が行われます。 

路線名 駅名 移設位置 移設日 

男鹿線 男鹿 秋田方面へ 200m移設 
2018/07/01 

気仙沼線 南三陸町役場・病院前 柳津（宮城）方面へ 1,600m移設 ※ 

※駅自身の移設ではなく途中ルートの変更により駅間距離が変更になります 

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 

南三陸町役場・病院前(気仙沼線)清水浜 140 円 4,540 円 → 190円 5,830 円 

土崎(男鹿線)男鹿 670 円 18,980 円 → 580円 17,490 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-intra@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 


