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IC カード乗車券取扱規則新旧対照表 

旧 新 

 

本則 

 

本則 

  

第 1 章 総則 第 1 章 総則 

(空港連絡特殊割引片道普通旅客運賃) 

第 6 条の 5 空港連絡特殊割引片道普通旅

客運賃は，次の各号に定める特定の区

間を発着とする場合に適用する。 

(空港連絡特殊割引片道普通旅客運賃) 

第 6 条の 5 空港連絡特殊割引片道普通旅

客運賃は，次の各号に定める特定の区

間を発着とする場合に適用する。 

(1) 大人片道割引普通旅客運賃 (1) 大人片道割引普通旅客運賃 

イ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

都営線各駅相互間 

当社線の大人片道普通旅客運賃

から 30 円を差し引いた額と都営線

の大人片道普通旅客運賃から 30 円

を差し引いた額を併算した額とす

る。 

イ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

都営線各駅相互間 

当社線の大人片道普通旅客運賃

から 20 円を差し引いた額と都営線

の大人片道普通旅客運賃から 30 円

を差し引いた額を併算した額とす

る。 

ロ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

京成線空港第２ビルおよび成田空

港相互間 

当社線の大人片道普通旅客運賃

から 30 円を差し引いた額と都営線

および京成線の大人片道普通旅客

運賃から 30 円を差し引いた額を併

算した額とする。 

ロ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

京成線空港第２ビルおよび成田空

港相互間 

当社線の大人片道普通旅客運賃

から 20 円を差し引いた額と都営線

および京成線の大人片道普通旅客

運賃から 30 円を差し引いた額を併

算した額とする。 

ハ (略) ハ (略) 

ニ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

北総線各駅相互間 

当社線の大人片道普通旅客運賃

から 30 円を差し引いた額，都営線

の大人片道普通旅客運賃から 30 円

を差し引いた額，京成線の大人片

道普通旅客運賃から 10 円を差し引

いた額および北総線の大人片道普

通旅客運賃から北総線松飛台駅ま

で 10 円，北総線大町駅以遠 20 円

を差し引いた額を併算した額とす

る。 

ニ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

北総線各駅相互間 

当社線の大人片道普通旅客運賃

から 20 円を差し引いた額，都営線

の大人片道普通旅客運賃から 30 円

を差し引いた額，京成線の大人片

道普通旅客運賃から 10 円を差し引

いた額および北総線の大人片道普

通旅客運賃から北総線松飛台駅ま

で 10 円，北総線大町駅以遠 20 円

を差し引いた額を併算した額とす

る。 

(2) 小児片道割引普通旅客運賃 (2) 小児片道割引普通旅客運賃 
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イ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

都営線各駅相互間 

当社線の小児片道普通旅客運賃

から 15 円を差し引いた額と都営線

の小児片道普通旅客運賃から 15 円

を差し引いた額を併算した額とす

る。 

イ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

都営線各駅相互間 

当社線の小児片道普通旅客運賃

から５円を差し引いた額と都営線

の小児片道普通旅客運賃から 15 円

を差し引いた額を併算した額とす

る。 

ロ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

京成線空港第２ビルおよび成田空

港相互間 

当社線の小児片道普通旅客運賃

から 15 円を差し引いた額，都営線

の小児片道普通旅客運賃から 20 円

を差し引いた額および京成線の小

児片道普通旅客運賃から 15 円を差

し引いた額を併算した額とする。 

ロ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

京成線空港第２ビルおよび成田空

港相互間 

当社線の小児片道普通旅客運賃

から５円を差し引いた額，都営線

の小児片道普通旅客運賃から 20 円

を差し引いた額および京成線の小

児片道普通旅客運賃から 15 円を差

し引いた額を併算した額とする。 

ハ (略) ハ (略) 

ニ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

北総線各駅相互間 

当社線の小児片道普通旅客運賃

から 15 円を差し引いた額，都営線

の小児片道普通旅客運賃から 15 円

を差し引いた額，京成線の小児片

道普通旅客運賃から５円を差し引

いた額および北総線の小児片道普

通旅客運賃から北総線松飛台駅ま

で５円，北総線大町駅以遠 15 円を

差し引いた額を併算した額とす

る。 

ニ 羽田空港第１・第２ターミナ

ル・羽田空港第３ターミナルから

北総線各駅相互間 

当社線の小児片道普通旅客運賃

から５円を差し引いた額，都営線

の小児片道普通旅客運賃から 15 円

を差し引いた額，京成線の小児片

道普通旅客運賃から５円を差し引

いた額および北総線の小児片道普

通旅客運賃から北総線松飛台駅ま

で５円，北総線大町駅以遠 15 円を

差し引いた額を併算した額とす

る。 

  

第 6 章 払い戻し 第 6 章 払い戻し 

(払い戻し) 

第 26 条 (略) 

(払い戻し) 

第 26 条 (略) 

2 旅客が，IC 定期乗車券に付加された定

期乗車券の機能が不要となり，当社が

定める申請書を提出し，かつ公的証明

書等の呈示により当該 IC 定期乗車券の

記名人本人であることを証明した場合

は，定期乗車券の払い戻しを請求する

ことができる。 

2 旅客が，IC 定期乗車券に付加された定

期乗車券の機能が不要となり，当社が

定める申請書を提出し，かつ公的証明

書等の呈示により当該 IC 定期乗車券の

記名人本人であることを証明した場合

は，定期乗車券の払い戻しを請求する

ことができる。 
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この場合，旅客営業規則に定める払

い戻しを行い，IC 定期乗車券から定期

乗車券の機能のみ消去して返却する。 

この場合，旅客営業規則に定める払

い戻しを行い，IC 定期乗車券から定期

乗車券の機能のみ消去して返却する。 

3 旅客が，IC 企画乗車券に付加された企

画乗車券の機能が不要となった場合は

以下のとおり取り扱う。 

(1) 当該 IC 企画乗車券が記名 PASMO

であった場合，当社が定める申請書

を提出し，かつ公的証明書等の呈示

により当該記名 PASMO の記名人本人

であることを証明した場合は，企画

乗車券の払い戻しを請求することが

できる。 

この場合，旅客営業規則に定める

払い戻しを行い，企画乗車券の機能

のみ消去して返却する。 

(2) 当該 IC 企画乗車券が無記名 PASM

O であった場合，旅客の申告により旅

客営業規則等に定める払い戻しを行

い，企画乗車券のみ消去して返却す

る。 

3 旅客が，IC 定期乗車券が不要となり，

当社が定める申請書を提出し，かつ公

的証明書等の呈示により当該 IC 定期乗

車券の記名人本人であることを証明し

た場合は，旅客営業規則に定める払い

戻しおよび PASMO 取扱規則に定める記

名 PASMO の払い戻しを行う。この場合

の払い戻し額は，定期乗車券の払い戻

し額と SF 残額の合算額とする。 

4 旅客が，IC 定期乗車券または IC 企画

乗車券が不要となり，当社が定める申

請書を提出し，かつ公的証明書等の呈

示により当該 IC 定期乗車券または IC

企画乗車券の記名人本人であることを

証明した場合は，旅客営業規則等に定

める定期乗車券または企画乗車券の払

い戻しおよび PASMO 取扱規則の定めに

よる記名 PASMO の払い戻しを行う。こ

の場合の払い戻し額は，定期乗車券ま

たは企画乗車券の払い戻し額と SF 残額

の合算額とする。 

4 前項の払い戻しを行う場合の手数料

は，IC 定期乗車券１枚につき 220 円と

する。ただし，定期乗車券の払い戻し

額が手数料額未満のときは，その満た

ない額を SF 残額から充当する。なお，

定期乗車券の払い戻し額と SF 残額の合

算額が手数料額未満のときは，その合

算額の同額を手数料とする。 

5 前項の払い戻しを行う場合の手数料に

おいて，定期乗車券または企画乗車券

の払い戻し額が旅客営業規則等に定め

る手数料額未満のときは，その満たな

い額を SF 残額から充当する。 

なお，定期乗車券または企画乗車券

の払い戻し額と SF 残額の合算額が手数

料額未満のときは，その合算額の同額

を手数料とする。 

5 旅客が，IC 企画乗車券に付加された企

画乗車券の機能が不要となった場合は

以下のとおり取り扱う。 

(1) 当該 IC 企画乗車券が記名 PASMO

であった場合，当社が定める申請書

を提出し，かつ公的証明書等の呈示

により記名 PASMO の記名人本人であ

ることを証明した場合は，企画乗車

券の払い戻しを請求することができ

る。この場合，旅客営業規則等に定

める払い戻しを行い，企画乗車券の

機能のみ消去して返却する。 
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(2) 当該 IC 企画乗車券が無記名 PASM

O であった場合，旅客の申告により旅

客営業規則等に定める払い戻しを行

い，企画乗車券の機能のみ消去して

返却する。 

(新設) 6 旅客が，IC 企画乗車券が不要となった

場合は以下のとおり取り扱う。 

 (1) 当該 IC 企画乗車券が記名 PASMO

であった場合，当社が定める申請書

を提出し，かつ公的証明書等の呈示

により記名 PASMO の記名人本人であ

ることを証明した場合は，旅客営業

規則等に定める払い戻しおよび PASMO

取扱規則に定める記名 PASMO の払い

戻しを行う。この場合の払い戻し額

は，企画乗車券の払い戻し額と SF 残

額の合算額とする。 

 (2) 当該 IC 企画乗車券が無記名 PASM

O であった場合，旅客の申告により旅

客営業規則等に定める払い戻しおよ

び PASMO 取扱規則に定める無記名 PA

SMO の払い戻しを行う。この場合の払

い戻し額は，企画乗車券の払い戻し

額と SF 残額の合算額とする。 

(新設) 7 前項の払い戻しを行う場合の手数料

は，IC 企画乗車券１枚につき 220 円と

する。ただし，企画乗車券の払い戻し

額が手数料額未満のときは，その満た

ない額を SF 残額から充当する。なお，

企画乗車券の払い戻し額と SF 残額の合

算額が手数料額未満のときは，その合

算額の同額を手数料とする。 

(新設) 8 第１項の規定にかかわらず，第 24 条

第３項に定める移し替えにより一体型 P

ASMO を払い戻す場合は，PASMO 取扱規

則の定めによる手数料は収受しない。 

  

 


