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乗換案内 2020年 6月版のご案内 

2020年 5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 6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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12． 長崎電気軌道における 2020/07/01からの乗り換え電停追加 

2020年 6月版での変更点 

1． 運賃改定 
以下の通り、北神急行線が神戸市交通局に譲渡されることに伴い同路線部分に係る運賃が改定

されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

神戸市交通局 神戸市営北神線 譲渡に伴う運賃・定期代改定 2020/06/01 

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 

谷上(神戸市営北神線)新神戸 370 円 14,140 円 → 280 円 10,620 円 

ハーバーランド(神戸市営海岸線)三宮・花

時計前／三宮(神戸市営西神・山手線)新神

戸(神戸市営北神線)谷上 

580 円 23,540 円 → 310 円 12,250 円 

 ※新神戸～谷上の北神急行線は譲渡に伴い神戸市営北神線になります 

 

以下の通り、京阪石清水八幡宮参道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 

京阪男山ケーブル 京阪石清水八幡宮参道ケーブル 運賃・定期代改定 2020/06/01 

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 

ケーブル八幡宮口(京阪石清水八幡宮参道

ケーブル)ケーブル八幡宮山上 
200 円 3,600 円 → 300 円 5,400 円 
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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 

三陸鉄道リアス線 新田老 しんたろう 2020/05/18 

東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ とらのもんひるず 2020/06/06 

 

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 

富山地鉄市内線 富山地鉄富山港線※ とやまちてつとやまこう 2020/03/21 

神戸市交通局 神戸市営北神線 こうべしえいほくしん 2020/06/01 

東武鉄道 ＴＨライナー てぃーえいちらいなー 2020/06/06 

 ※従来は富山地鉄富山軌道線に組み入れていましたが独立路線にしました 

 

4． 新規サポート 

現地案内に合わせるため以下の通り既存路線の一部区間にて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 備考 

ＪＲ 

琵琶湖線 びわこ 長浜～京都間 

ＪＲ京都線 じぇいあーるきょうと 京都～大阪間 

ＪＲ神戸線 じぇいあーるこうべ 大阪～姫路間 

大和路線 やまとじ 
大阪～今宮間 

ＪＲ難波～加茂（京都）間 

ＪＲ宝塚線 じぇいあーるたからづか 大阪～篠山口間 

嵯峨野線 さがの 京都～園部間 

花咲線 はなさき 釧路～根室間 

大糸線（東日本） おおいと 松本～南小谷間 

大糸線（西日本） おおいと 南小谷～糸魚川間 

高山本線（東海） たかやま 岐阜～猪谷間 

高山本線（西日本） たかやま 猪谷～富山間 

  

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 

嵐電（京福）北野線 等持院 → 等持院 ※ とうじいん 2020/03/20 

富山地鉄富山軌道線 大学前（富山） → 富山大学前 とやまだいがくまえ 2020/03/21 

※本来の変更後名称は「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」ですが文字数の都合上乗換案内

では「等持院」のままとし、駅名検索時に「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前」の入力を「等持

院」に置き換えます 

 

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 

東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 → 銀座一丁目（東京） ぎんざいっちょうめ 
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 ※銀座・銀座一丁目の乗換駅対応に伴う乗換案内側検索処理の都合上修正します 

 

7． 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 

東武鉄道 しもつけ → きりふり きりふり 2020/06/06 

※「しもつけ」には「特急しもつけ（浅草～東武宇都宮）」と「特急きりふり（浅草～東武日光）」の情報

を収録していましたが、特急しもつけの運行取りやめに伴い路線名を変更します 

 

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 

ＪＲ 桜島線 → ＪＲゆめ咲線 じぇいあーるゆめさき 

 ※現地案内合わせるため修正します 

 

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 

神戸市営西神・山手線 谷上 たにがみ 2020/06/01 

 ※新神戸～谷上が神戸市営北神線になるため神戸市営西神・山手線上のみ廃駅扱いとなります 

 

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 

北神急行電鉄 北神急行線 新神戸～谷上 ※1 2020/06/01 

東武鉄道 きりふり 浅草～南栗橋 －※2 

※1 神戸市交通局への譲渡に伴う廃止です 

※2 2017/04/20を最後に運行実績がないため履歴対応を行わずに廃止します 

 

11． 東京メトロにおける 06/06からの乗り換え対応 
虎ノ門ヒルズの新駅開業に併せて虎ノ門ヒルズ～虎ノ門、銀座一丁目（東京）～銀座がそれぞれ

乗換駅に設定されます。これに伴い 2020/06/06 以降の上記区間の乗り換えを行った場合は前後の

東京メトロ路線を通して運賃計算されます。 

また乗り換えを行わない既存の経路においても運賃が変更になる経路があります。 

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 

有楽町(東京メトロ有楽町線)銀座一丁目

（東京）／銀座(東京メトロ日比谷線)東銀

座 

340円 

IC336 円 
12,520 円 → 

170 円 

IC168 円 
6,260 円 

江戸川橋(東京メトロ有楽町線)銀座一丁

目（東京） 

200円 

IC199 円 
7,290 円 → 

170 円 

IC168 円 
7,290 円 

 

12． 長崎電気軌道における 2020/07/01からの乗り換え電停追加 
長崎電気軌道の乗り換え電停はこれまで「新地中華街」のみでしたが、2020/07/01 より「市民会

館」電停が追加されます。 

これにより、「市民会館」にて長崎電軌３系統と長崎電軌４系統または長崎電軌５系統の乗り換え
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が可能となり、運賃が合算ではなく通しで取り扱われます。 

 

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 

赤迫(長崎電軌３系統)市民会館(長崎電

軌５系統)大浦天主堂 

260円 

IC260円 
5,230円 → 

130円 

IC130 円 
5,230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-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 

 


