
-------------------------------------------------------------------------- 

乗換案内 Ver.5.51(2019年１０月版) の変更点 

-------------------------------------------------------------------------- 

１．運賃・料金改定 

  1-1.消費税改正に伴う運賃改定             (19/10/01改定) 

   【関東】 

   新京成電鉄 

   ディズニーリゾートライン 

   わたらせ渓谷鐵道 

   小湊鉄道 

   高尾登山ケーブル 

   御岳登山ケーブル 

   筑波山ケーブルカー 

   筑波山ロープウェイ 

   箱根ロープウェイ 

   大山ケーブルカー 

   伊香保ロープウェイ 

   宝登山ロープウェイ 

   明智平ロープウェイ 

   榛名山ロープウェイ 

 

   【東海】 

   静岡鉄道 

   長良川鉄道 

   三岐鉄道 

   伊賀鉄道 

   養老鉄道 

   四日市あすなろう鉄道 

   岳南電車 

   遠州鉄道 

   豊橋鉄道 

   樽見鉄道 

   天竜浜名湖鉄道 

   大井川鐵道本線 

   大井川鐵道井川線 

   豊橋鉄道市内線 



   十国峠ケーブルカー 

   金華山ロープウェイ 

   下田ロープウェイ 

   御在所ロープウエイ 

   かんざんじロープウェイ 

   身延山ロープウェイ 

 

   【関西】 

   京都丹後鉄道 

   北条鉄道 

   叡山ロープウェイ 

   嵯峨野観光鉄道 

   近鉄生駒ケーブル 

   近鉄西信貴ケーブル 

   南海高野山ケーブル 

   六甲ケーブル 

   六甲有馬ロープウェー 

   摩耶ケーブル 

   摩耶ロープウェー 

   天橋立ケーブルカー 

   妙見の森ケーブル 

   八幡山ロープウェー 

 

   【その他】 

   津軽鉄道 

   弘南鉄道 

   福島交通 

   会津鉄道 

   野岩鉄道 

   真岡鐵道 

   福井鉄道 

   えちぜん鉄道 

   上田電鉄 

   松本電気鉄道 

   水島臨海鉄道 

   広島高速交通 



   土佐くろしお鉄道 

   北九州高速鉄道 

   島原鉄道 

   熊本電気鉄道 

   南阿蘇鉄道 

   くま川鉄道 

   スカイレールサービス 

   土佐くろしお鉄道阿佐線 

   函館市企業局交通部 

   えちごトキめき鉄道 

   ＩＲいしかわ鉄道 

   秋田内陸縦貫鉄道 

   由利高原鉄道 

   阿武隈急行 

   わたらせ渓谷鐵道 

   富山地方鉄道 

   北陸鉄道 

   のと鉄道 

   明知鉄道 

   阿佐海岸鉄道 

   富山地鉄市内線 

   鹿児島市交通局 

   あいの風とやま鉄道 

   立山ケーブルカー 

   立山ロープウェイ 

   黒部ケーブルカー 

   立山トロリーバス 

   函館山ロープウェイ 

   谷川岳ロープウェイ 

   眉山ロープウェイ 

   駒ヶ岳ロープウェイ 

   太龍寺ロープウェイ 

   岩国城ロープウエー 

   松山城ロープウェイ 

   火の山ロープウェイ 

   石鎚登山ロープウェイ 



   箸蔵山ロープウェイ 

   長崎ロープウェイ 

   雲仙ロープウェイ 

  1-2.消費税改正に伴う運賃改定             (19/10/01改定) 

   南海電鉄 

   阪堺電気軌道     ：南海電鉄～阪堺電気軌道の連絡定期 

   札幌市営地下鉄    ：地下鉄と路面電車の連絡運賃 

   いわて銀河鉄道    ：他社線との連絡割引定期運賃 

   青い森鉄道      ：他社線との連絡割引定期運賃 

   鹿島臨海鉄道     ：荒野台～鹿島神宮間の通勤定期運賃 

   えちごトキめき鉄道  ：他社線との連絡割引定期運賃 

   道南いさりび鉄道   ：ＪＲ線との連絡割引運賃 

  1-3.運賃修正 

   南海電鉄 

   泉北高速鉄道  ：南海電鉄～泉北高速鉄道の 9/30までの 

            連絡普通運賃誤り修正 

                             (19/09/30以前) 

   阪急電鉄 

   神戸高速鉄道  ：阪急電鉄～神戸高速線連絡の次の区間の 

            9/30までの連絡普通運賃誤り修正 

            阪急梅田・中津・十三・神崎川～湊川  

                             (19/09/30以前) 

   和歌山電鐵   ：ＪＲ線との連絡の次の区間の 9/30までの 

            連絡普通運賃誤り修正 

            神前・日前宮・田中口～紀伊中ノ島・紀和・宮前   

                             (19/09/30以前) 

   愛知環状鉄道  ：定期運賃誤り修正（３ヶ月、６ヶ月） 

                             (19/10/01以降) 

   養老鉄道    ：定期運賃誤り修正（６ヶ月） 

   仙台空港鉄道  ：定期運賃誤り修正（３ヶ月、６ヶ月） 

   京急電鉄    ：天空橋～羽田空港国内線ターミナル間 

            の運賃誤り修正（改定前を含む） 

   眉山ロープウェイ：普通運賃修正（改定作業漏れ） 

 

２．路線情報 

  2-1.新線 



    まほろば                     (19/11/02開業) 

  2-2.延伸 

    ゆいレール：石嶺～てだこ浦西           (19/10/01延伸) 

  2-3.新駅 

    令和コスタ行橋 

     (平成筑豊鉄道田川線：行橋～美夜古泉)      (19/08/24実施) 

    石嶺 

    経塚 

    浦添前田 

    てだこ浦西 

     (ゆいレール：延伸開業)             (19/10/01実施) 

  2-4.駅名変更 

    阪神電車 

     阪神梅田     → 大阪梅田［阪神］     (19/10/01改称) 

     鳴尾       → 鳴尾・武庫川女子大前   (19/10/01改称) 

    阪急電鉄 

     阪急梅田     → 大阪梅田［阪急］     (19/10/01改称) 

     河原町（京都）  → 京都河原町        (19/10/01改称) 

     石橋（大阪）   → 石橋阪大前        (19/10/01改称) 

    熊本市電 

     上熊本駅前    → 上熊本［熊本市電］    (19/10/01改称) 

     神水・市民病院前 → 神水交差点        (19/10/01改称) 

    大阪モノレール 

     柴原       → 柴原阪大前        (19/10/01改称) 

    東急田園都市線 

     南町田      → 南町田グランベリーパーク (19/10/01改称) 

    熊本電鉄菊池線 

     再春荘前     → 再春医療センター前    (19/10/01改称) 

    島原鉄道 

     島原外港     → 島原港          (19/10/01改称) 

     南島原      → 島原船津         (19/10/01改称) 

     島鉄本社前    → 霊丘公園体育館      (19/10/01改称) 

     松尾町      → 松尾（長崎）       (19/10/01改称) 

     島鉄湯江     → 有明湯江         (19/10/01改称) 

     多比良町     → 多比良          (19/10/01改称) 

     神代町      → 神代（長崎）       (19/10/01改称) 



     諫早東高校前   → 諫早東高校        (19/10/01改称) 

     小野本町     → 小野（長崎）       (19/10/01改称) 

    ひたちなか海浜鉄道 

     日工前      → 工機前          (19/10/01改称) 

 

    また、案内の観点などから、下記駅名の変更を行いました。 

    鹿児島本線 

    熊本電鉄菊池線 

     上熊本      → 上熊本［ＪＲ・熊本電鉄］ 

  2-5.路線名変更 

    きらきらうえつ   → 海里           (19/10/05改称) 

    京急ウィング    → イブニング・ウィング   (19/10/28改称) 

     ※時刻表には対応していません。 

  2-6.駅移設 

    函館本線 

    千歳線 

     苗穂 札幌方面に 300m移設            (19/10/01移設) 

 

３．ダイヤ改正 

    2019/06/15  スカイレール 

    2019/06/27  長崎電軌 

    2019/07/20  阪堺電軌 

    2019/09/01  ＪＲ（広島地区） 

    2019/09/01  ゆいレール 

    2019/09/14  大船渡線 

    2019/10/01  弘南鉄道大鰐線 

    2019/10/01  弘南鉄道弘南線 

    2019/10/01  東急田園都市線 

    2019/10/01  東急大井町線 

    2019/10/01  東京メトロ半蔵門線 

    2019/10/01  ゆいレール 

    2019/10/01  ひたちなか海浜鉄道湊線 

    2019/10/01  福井鉄道 

    2019/10/01  えちぜん鉄道三国芦原線 

    2019/10/01  えちぜん鉄道勝山永平寺線 

    2019/10/01  リニモ 



    空路(国内線) 2019/10/01～2019/11/30のダイヤと運賃を収録 

 

４．空港連絡バス 

  ダイヤを 2019年１０月１日現在のものに更新 

 

５．高速バス 

  ダイヤを 2019年１０月１日現在のものに更新 

 

６．フェリー 

  ダイヤを 2019年１０月１日現在のものに更新 

 

７．路線バス 

  以下のバス会社において 2019年１０月１日の運賃改定に対応しました。 

  ＪＲ北海道バス 

  北海道中央バス 

  十勝バス 

  くしろバス 

  沿岸バス 

  名士バス 

  青森市営バス 

  下北交通 

  十和田観光電鉄 

  南部バス 

  八戸市営バス 

  岩手県北バス 

  岩手県交通 

  ＪＲバス東北 

  仙台市営バス 

  愛子観光バス 

  山交バス 

  米沢市コミュニティ 

  磐梯東都バス 

  会津バス 

  福島交通 

  関鉄パープルバス 

  茨城交通 



  大利根交通自動車 

  東武バス日光 

  関東自動車 

  足利市コミュニティ 

  関越交通 

  永井運輸 

  群馬バス 

  群馬中央バス 

  上信電鉄 

  日本中央バス 

  矢島タクシー 

  渋川市コミュニティ 

  前橋市コミュニティ 

  高崎市コミュニティ 

  沼田市コミュニティ 

  みなかみ町コミュニティ 

  中之条町コミュニティ 

  高山村コミュニティ［群馬］ 

  川場村コミュニティ 

  多野藤岡広域路線バス 

  イーグルバス 

  国際十王交通 

  ジャパンタローズ 

  茨城急行自動車 

  川越観光自動車 

  ライフバス 

  西武観光バス 

  東武バスウエスト 

  さいたま市コミュニティ 

  川越市コミュニティ 

  狭山市コミュニティ 

  入間市コミュニティ 

  東武バスイースト 

  千葉中央バス 

  東京ベイシティ交通 

  京成トランジットバス 



  京成バスシステム 

  松戸新京成バス 

  船橋新京成バス 

  千葉海浜交通 

  千葉内陸バス 

  ちばシティバス 

  ちばグリーンバス 

  阪東自動車 

  小湊鐵道 

  四街道市コミュニティ 

  都バス２３区 

  都バス多摩 

  東急バス 

  京成バス 

  京王バス 

  西武バス 

  国際興業バス 

  関東バス 

  小田急バス 

  京急バス 

  立川バス 

  京成タウンバス 

  京王電鉄バス 

  京王バス中央 

  京王バス南 

  京王バス小金井 

  ＪＲバス関東 

  ケイエム観光 

  銀河鉄道 

  大田区コミュニティ 

  板橋区コミュニティ 

  練馬区コミュニティ 

  武蔵村山市コミュニティ 

  清瀬市コミュニティ 

  国立市コミュニティ 

  東村山市コミュニティ 



  東大和市コミュニティ 

  横浜市営バス 

  川崎市営バス 

  神奈川中央交通 

  川崎鶴見臨港バス 

  相鉄バス 

  箱根登山バス 

  大新東 

  神奈川中央交通東 

  神奈川中央交通西 

  江ノ電バス 

  新潟交通 

  新潟交通観光バス 

  くびき野バス 

  新潟交通佐渡 

  東頸バス 

  頸城自動車 

  泉観光バス 

  さくら交通［新潟］ 

  立山黒部貫光 

  北鉄奥能登バス 

  加賀温泉バス 

  北陸鉄道 

  北鉄能登バス 

  小松バス 

  加賀白山バス 

  能登島交通 

  山梨交通 

  草軽交通 

  長電バス 

  千曲バス 

  長野市コミュニティ 

  伊那バス 

  松本市コミュニティ 

  アルピコ交通［長野地区］ 

  アルピコ交通［松本地区］ 



  アルピコ交通［諏訪地区］ 

  中野市コミュニティ 

  長和町コミュニティ 

  伊那市コミュニティ 

  伊豆箱根バス 

  遠州鉄道 

  しずてつジャストライン 

  秋葉バスサービス 

  名古屋市交通局 

  名阪近鉄バス 

  とよたおいでんバス 

  名古屋ガイドウェイバス 

  三重交通 

  八風バス 

  近江鉄道・湖国バス 

  帝産湖南交通 

  滋賀バス 

  日野町コミュニティ 

  余呉町コミュニティ 

  彦根市コミュニティ 

  西日本ＪＲバス 

  ヤサカバス 

  京阪バス 

  京阪京都交通バス 

  江若交通バス 

  丹後海陸交通バス 

  ケイルック 

  京都京阪バス 

  醍醐コミュニティ 

  京都市交通局 

  京都バス 

  大阪シティバス 

  阪急バス 

  近鉄バス 

  高槻市営バス 

  南海バス 



  水間鉄道 

  南海ウイングバス金岡 

  南海ウイングバス南部 

  金剛バス 

  箕面市コミュニティ 

  豊能町コミュニティ 

  神戸市交通局 

  伊丹市営バス 

  山陽バス 

  阪神バス 

  神戸交通振興 

  神鉄バス 

  全但バス 

  淡路交通 

  猪名川町コミュニティ 

  香美町コミュニティ 

  西宮市コミュニティ 

  朝来市コミュニティ 

  養父市コミュニティ 

  みなと観光バス（神戸） 

  六甲山観光 

  奈良交通バス 

  広陵町コミュニティ 

  南海りんかんバス 

  大十バス 

  明光バス 

  和歌山バス 

  和歌山バス那賀 

  さんようバス 

  広島バス 

  エンゼルキャブ 

  本四バス 

  おのみちバス 

  井笠バスカンパニー 

  サンデン交通 

  徳島市営バス 



  大川バス 

  琴参バス 

  ＪＲ九州バス 

  西鉄バス 

  堀川バス 

  西鉄バス北九州 

  西鉄バス久留米 

  西鉄バス筑豊 

  西鉄バス大牟田 

  西鉄バス宗像 

  西鉄バス二日市 

  佐賀市営バス 

  西鉄バス佐賀 

  長崎自動車 

  大分交通 

  大野竹田バス 

  臼津交通 

  亀の井バス 

  宮崎交通 

  まつばんだ交通バス 

  沖縄バス 

  那覇バス 

  琉球バス交通 

  東陽バス 

  ダイヤを 2019年１０月１日現在のものに更新 

  

８．深夜急行バス 

  ダイヤを 2019年１０月１日現在のものに更新 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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