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乗換案内 2020年 3月版のご案内 

2020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、2020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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13．気仙沼市立病院駅キロ程設定対応 

14．九段下駅の 3線共通改札供用開始対応 

15．福岡空港の空港施設利用料徴収開始対応 

2020年 3月版での変更点 

1． 運賃改定 

以下の通り、伊豆の国ロープウェイ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 

伊豆の国ロープウェイ 伊豆の国ロープウェイ 運賃改定 2020/01/01 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

山麓（伊豆の国）(伊豆の国ロープウェイ)山頂（伊豆の国） 1,000円 → 1,200円 

 

以下の通り、富山地方鉄道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 

富山地方鉄道 
富山地鉄富山軌道線 

富山地鉄市内環状線 
定期代改定 2020/03/21 
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変更例) 

経路 
改定前 

通勤 1 ヶ月 
 

改定後 

通勤 1 ヶ月 

国際会議場前(富山地鉄市内環状線)大手モール 8,280円 → 7,950円 

 

以下の通り、えちごトキめき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 

越後トキめき鉄道 

日本海ひすいライン 

妙高はねうまライン 

しらゆき 

運賃・定期代改定 

特急料金改定 
2020/04/01 

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 

市振(日本海ひすいライン)青海（新潟） 250円 7,260円 → 340円 9,660円 

市振(日本海ひすいライン)直江津(妙高は

ねうまライン)妙高高原 
1,160円 33,470円 → 1,550円 44,520円 

経路 運賃 料金  運賃 料金 

直江津(しらゆき)新井（新潟） 330円 210円 → 430円 280円 

 

以下の通り、有珠山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 

有珠山ロープウェイ 有珠山ロープウェイ 運賃改定 2020/04/01 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

有珠山頂(有珠山ロープウェイ)昭和新山 890円 → 1,000円 

 

以下の通り、皿倉山ケーブル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 

皿倉山ケーブル 皿倉山ケーブル 運賃改定 2020/04/01 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

山麓（皿倉山）(皿倉山ケーブル)山上（皿倉山） 420円 → 430円 

 

2． 新駅 

以下の通り、新駅が開業します。 
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路線名 駅名 駅名よみ 開業日 

山手線 

京浜東北線 
高輪ゲートウェイ たかなわげーとうぇい 

2020/03/14 

東海道本線 御厨（静岡） みくりや 

予讃線 南伊予 みなみいよ 

気仙沼線 赤岩港 あかいわみなと 

大船渡線 

陸前今泉 りくぜんいまいずみ 

大船渡丸森 おおふなとまるもり 

地ノ森 じのもり 

田茂山 たもやま 

富山地鉄富山軌道線 

岩瀬浜 ※1 いわせはま 

2020/03/21 

競輪場前（富山） ※1 けいりんじょうまえ 

東岩瀬 ※1 ひがしいわせ 

萩浦小学校前  ※1 ※2 はぎうらしょうがっこうまえ 

蓮町 ※1 はすまち 

犬島新町 ※1 いぬじましんまち 

城川原 ※1 じょうがわら 

越中中島 ※1 えっちゅうなかじま 

粟島 ※1 あわじま 

下奥井 ※1 しもおくい 

奥田中学校前 ※1 おくだちゅうがっこうまえ 

インテック本社前 ※1 いんてっくほんしゃまえ 

※1 富山ライトレールからの移管駅ですが富山地鉄富山軌道線での新駅として扱います 

※2 大広田から駅名変更していますが新駅扱いのため駅名変更の履歴はありません 

 

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 サフィール踊り子 さふぃーるおどりこ 

2020/03/14 
東武鉄道 東武ライナー［柏発］ とうぶらいなー 

近畿日本鉄道 
近鉄特急ひのとり［難－名］ きんてつとっきゅう 

近鉄特急ひのとり［難－奈］ きんてつとっきゅう 

JR 時代の夜明けのものがたり よあけのものがたり 2020/04/18 
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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 

ひたち・ときわ 

常磐線 
佐貫 → 龍ヶ崎市 りゅうがさきし 

2020/03/14 

京急大師線 産業道路 → 大師橋 だいしばし 

京急本線 

花月園前 → 花月総持寺 かげつそうじじ 

仲木戸 → 京急東神奈川 
けいきゅうひがしかなが

わ 

京急本線 

エアポート快速特急 

羽田空港国内線

ターミナル 
→ 羽田空港第１・第２ターミナル 

はねだくうこうだいいちだ

いにた 

羽田空港国際線

ターミナル 
→ 羽田空港第３ターミナル 

はねだくうこうだいさんた

ーみな 

京急逗子線 新逗子 → 逗子・葉山 ずしはやま 

東京モノレール 

羽田空港第１ビル 
→ 

羽田空港第１ターミナル 
はねだくうこうだいいちた

ーみな 

羽田空港第２ビル 
→ 

羽田空港第２ターミナル 
はねだくうこうだいにたー

みなる 

羽田空港国際線

ビル 

→ 
羽田空港第３ターミナル 

はねだくうこうだいさんた

ーみな 

秋田内陸縦貫鉄道 小ヶ田 → 縄文小ヶ田 じょうもんおがた 

 

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 

松浦鉄道 御厨 → 御厨（長崎） みくりや 

名鉄名古屋本線 堀田 → 堀田（名鉄） ほりた 

名古屋地下鉄名城線 堀田 → 堀田（名古屋市営） ほりた 

 

6． 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 

スーパーおおぞら → おおぞら すーぱーおおぞら 

2020/03/14 スーパーとかち → とかち すーぱーとかち 

スーパー北斗 → 北斗 すーぱーほくと 
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7． 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 

近畿日本鉄道 近鉄特急［上－賢］ → 近鉄特急［難－賢］ きんてつとっきゅう 

ＪＲ 日本ＧＰごてんば号 ※ → 東海道本線臨時特急 
とうかいどうほんせん

りんじとっきゅう 

※長期間運行実績がなかったため履歴なしで東海道本線内の臨時特急路線として転用します 

 

8． 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 

新京成線 北初富 京成津田沼方面に 100m移設 ※ 2019/12/01 

東京メトロ銀座線 渋谷 浅草方面に 100m移設 ※ 2020/01/03 

阪堺電軌阪堺線 恵美須町 浜寺駅前方面に 200m移設 2020/02/01 

東武桐生線 阿左美 赤城方面に 200m移設 2020/03/14 

※北初富、渋谷は駅移設に伴う運賃・定期代の変更はありません 

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 

恵美須町(阪堺電軌阪堺線)神明町 210円 8,870円 → 210円 8,660円 

阿左美(東武桐生線)治良門橋 
170円 

IC168円 
6,930円 → 

200円 

IC199円 
7,740円 

 

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 古瀬 ふるせ 

2020/03/14 釧網本線 南弟子屈 みなみてしかが 

参宮線 池の浦シーサイド いけのうらしーさいど 

学園都市線 

石狩金沢 ※ いしかりかなざわ 

2020/05/07 

本中小屋 ※ もとなかごや 

中小屋 ※ なかごや 

月ヶ岡 ※ つきがおか 

知来乙 ※ ちらいおつ 

石狩月形 ※ いしかりつきがた 
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豊ヶ岡 ※ とよがおか 

札比内 ※ さっぴない 

晩生内 ※ おそきない 

札的 ※ さってき 

浦臼 ※ うらうす 

鶴沼 ※ つるぬま 

於札内 ※ おさつない 

南下徳富 ※ みなみしもとっぷ 

下徳富 ※ しもとっぷ 

新十津川 ※ しんとつかわ 

 ※路線図の対応は次回版以降に行います 

 

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 スーパービュー踊り子 大宮（埼玉）～伊豆急下田 2020/03/14 

富山ライトレール 富山ライトレール 富山駅北～岩瀬浜 ※ 2020/03/21 

ＪＲ 伊豆クレイル 小田原～伊豆急下田 2020/06/29 

※富山地方鉄道への移管に伴う廃止です 

 

11． 小田栄駅キロ程設定対応 

3/14 より小田栄駅にキロ程が設定され、従来の川崎新町駅と同駅扱いから変更となります。これ

により同駅発着の区間において運賃・定期代が変更になる区間があります。 

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 

小田栄(南武線)浜川崎(鶴見線)鶴見小野 
170円 

IC168円 
5,270円 → 

160円 

IC157円 
4,940円 

小田栄(南武線)立川 
650円 

IC649円 
18,220円 → 

650円 

IC649円 
18,650円 

 

12． あしかがフラワーパーク駅キロ程設定対応 

3/14よりあしかがフラワーパーク駅にキロ程が設定され、従来の富田（栃木）駅と同駅扱いから変

更となります。これにより同駅発着の区間において運賃・定期代が変更になる区間があります。 

変更例) 
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経路 
改定前  改定後 

運賃 通勤 1 ヶ月  運賃 通勤 1 ヶ月 

あしかがフラワーパーク(両毛線)岩宿 
510円 

IC506円 
14,750円 → 

420円 

IC418円 
12,540円 

あしかがフラワーパーク(両毛線)小山

(宇都宮線)大宮（埼玉） 

1,520円 

IC1,518円 
39,130円 → 

1,520円 

IC1,518円 
39,590円 

 

13． 気仙沼市立病院駅キロ程設定対応 

3/14 より気仙沼市立病院駅にキロ程が設定され、従来の外方駅扱いから変更となります。これに

より同駅発着の区間において運賃・定期代が変更になる区間があります。 

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 

気仙沼市立病院(気仙沼線)陸前階上 
210円 

IC210円 
6,260円 → 

190円 

IC190円 
5,940円 

 

14． 九段下駅の 3線共通改札供用開始対応 

九段下駅で都営新宿線・東京メトロ半蔵門線～東京メトロ東西線間を乗り継ぐ場合にはラッチ外

(改札外)乗換を行う必要がありましたが、3/14より 3線共に改札内で乗り換えができるようになります。

これに伴い九段下駅で乗り換えを行う経路において運賃が変更になる場合があります。 

変更例)  

経路 変更前運賃  変更後運賃 

木場（東京）(東京メトロ東西線)九段下(東京メトロ半蔵門

線)神保町 

200円 

IC199円 
→ 

170円 

IC168円 

 

15． 福岡空港の空港施設利用料徴収開始対応 

03/29 搭乗分より福岡空港利用時に空港施設利用料の徴収が開始されるため、同日以降の福

岡空港発着空路料金に空港施設利用料が加算されます。 

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 


