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乗換案内 2021年 3月版のご案内 

2021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、2021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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Flashを利用した詳細路線図の廃止について 
 2020年 12月 31日に Adobe Flash Playerのサポートが終了し、その後主要ブラウザにおいて Flash 

Playerが無効化されました。 

 それに伴い Flash で作成された詳細路線図の表示が不可能となりましたため、誠に勝手ながら

Intra3plusでの詳細路線図を廃止させていただきました。 

 ご利用中のお客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

2021年 3月版での変更点 

1． 運賃改定 
以下の通り、近鉄生駒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 

近鉄生駒ケーブル 近鉄生駒ケーブル 運賃改定 2021/03/01 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

生駒山上(近鉄生駒ケーブル)鳥居前 370円 → 500円 

 

以下の通り、西日本鉄道において運賃が変更されます。 

電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

西日本鉄道 西鉄天神大牟田線 
運賃改定 2021/03/06 

西鉄貝塚線 西鉄貝塚線 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

雑餉隈(西鉄天神大牟田線)西鉄福岡［天神］ 250円 → 260円 

貝塚（福岡）(西鉄貝塚線)香椎花園前 200円 → 210円 

 

 以下の通り、妙見の森ケーブルにおいて運賃が改定されます。 
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電鉄名 対象路線 改定種別 改定日 

妙見の森ケーブル 妙見の森ケーブル 運賃改定 2021/03/20 

 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

黒川（兵庫）(妙見の森ケーブル)ケーブル山上 360円 → 400円 

 

 以下の通り、日本平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 

日本平ロープウェイ 日本平ロープウェイ 運賃改定 2021/04/01 

変更例) 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

日本平(日本平ロープウェイ)久能山 600円 → 700円 

 

 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 2021/04/01 

変更例） 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

桃源台(箱根ロープウェイ)大涌谷 1,140円 → 1,250円 

 

 以下の通り、立山ケーブルカー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 

立山ケーブルカー 立山ケーブルカー 運賃改定 2021/04/15 

変更例） 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

美女平(立山ケーブルカー)立山 730円 → 960円 

 

 以下の通り、黒部ケーブルカー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 

黒部ケーブルカー 黒部ケーブルカー 運賃改定 2021/04/15 

変更例） 

経路 改定前運賃  改定後運賃 

黒部平(黒部ケーブルカー)黒部湖 870円 → 1,050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 

奥羽本線 泉外旭川 いずみそとあさひかわ 

2021/03/13 
日本海ひすいライン えちご押上ひすい海岸 えちごおしあげひすいかいがん 

ひたちなか海浜鉄道湊線 美乃浜学園 みのはまがくえん 

土佐くろしお鉄道阿佐線 あき総合病院前 あきそうごうびょういんまえ 

 

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 湘南 しょうなん 2021/03/13 



  

P

A

G

E 

 

4． 駅名変更 
以下の通り、駅名を変更しました。 

路線名 変更前  変更後 変更後よみ 変更日 

大阪モノレール 少路（大阪高速） → 少路（モノレール） ※1 しょうじ 2020/06/01 

富山地鉄富山軌道線 富山トヨペット本社前 → 
トヨタモビリティ富山Ｇ

スクエア ※2 
とよたもびりてぃとやま 2021/01/01 

西武山口線 遊園地西 → 西武園ゆうえんち せいぶえんゆうえんち 

2021/03/13 

西武山口線 

西武多摩湖線 
西武遊園地 → 多摩湖 たまこ 

秋田内陸縦貫鉄道 

急行もりよし 
阿仁前田 → 阿仁前田温泉 あにまえだおんせん 

※1 運営会社が 2020年 6月 1日に社名を変更したことを受けた変更です 

※2 正式な駅名は「トヨタモビリティ富山Ｇスクエア五福前（五福末広町）」ですが、乗換案内では 

収録できる文字数に制限があるため名称とよみを短縮しております 

 

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 

東武桐生線 

りょうもう  

リバティ 
薮塚 → 藪塚 

 

6． 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 

函館本線 伊納 いのう 

2021/03/13 

宗谷本線 

南比布 みなみぴっぷ 

北比布 きたぴっぷ 

東六線 ひがしろくせん 

北剣淵 きたけんぶち 

下士別 しもしべつ 

北星 ほくせい 

南美深 みなみびふか 

紋穂内 もんぽない 

豊清水 とよしみず 

安牛 やすうし 

上幌延 かみほろのべ 

徳満 とくみつ 

石北本線 

北日ノ出 きたひので 

将軍山 しょうぐんざん 

東雲（北海道） とううん 

生野（北海道） いくの 

釧網本線 南斜里 みなみしゃり 

山形線 赤岩（福島） あかいわ 

日高本線 

汐見 しおみ 

2021/04/01 
富川 とみかわ 

日高門別 ひだかもんべつ 

豊郷（北海道） とよさと 
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清畠 きよはた 

厚賀 あつが 

大狩部 おおかりべ 

節婦 せっぷ 

新冠 にいかっぷ 

静内 しずない 

東静内 ひがししずない 

春立 はるたち 

日高東別 ひだかとうべつ 

日高三石 ひだかみついし 

蓬栄 ほうえい 

本桐 ほんきり 

荻伏 おぎふし 

絵笛 えふえ 

浦河 うらかわ 

東町 ひがしちょう 

日高幌別 ひだかほろべつ 

鵜苫 うとま 

西様似 にしさまに 

様似 さまに 

 

7． 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 

湘南ライナー 新宿／東京～小田原 
2021/03/13 

有明 博多～大牟田 

ムーンライトながら 東京～大垣 －※ 

※履歴対応を行わず廃線としました 

 

8． 鹿児島市電「桜島桟橋通～鹿児島駅前」再開 
鹿児島駅前電停建替に伴い運休となっていた鹿児島市電の桜島桟橋通～鹿児島駅前が 2021 年

3月 27日より再開します。 

変更例) 

検索区間 再開前経路  再開後経路 

天文館通～竜ヶ水 

天文館通(鹿児島市電１・２系

統)桜島桟橋通(徒歩)鹿児島

(日豊本線)竜ヶ水 

→ 

天文館通(鹿児島市電１・２系

統)鹿児島駅前／鹿児島(日豊

本線)竜ヶ水 

 

9． みなみ寄居駅運賃特例取扱廃止 

みなみ寄居駅を発着する場合には特例乗車制度が適用されていましたが、2021年 3月 12日を最

後に廃止されます。3月 13日以降、同駅を発着とする経路の運賃が変わる場合があります。 

変更例)  

経路 変更前運賃  変更後運賃 

みなみ寄居(東武東上線)小川町（埼玉） 150円 → 170円 

みなみ寄居(東武東上線)鉢形 150円 → 170円 

 

10． 特急「踊り子」料金制度変更 

2021年 3月 13日のダイヤ改正より、特急「踊り子」の料金制度が以下のように変更されます。 
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・普通車は全車両指定席となります。これに伴い新たな着席サービスが導入され、普通車全車両に

対して「指定席特急券」「座席未指定券」が販売されるほか、年間を通じて同一の特急料金が設定さ

れます。 

・「踊り子」に対する新幹線との乗継割引の適用が終了します 

・三島～修善寺（伊豆箱根鉄道駿豆線乗り入れ区間）に特急料金が設定されます 

変更例)  

経路 変更前料金  変更後料金 

大船(踊り子)小田原(東海道・山陽新幹線)静岡 指定席 2,810円 → 指定席 3,050円 

三島(踊り子)修善寺 指定席 0円 → 座席未指定券 200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 


