
 

 

 

 

                            ２０１９年９月１０日 

加算運賃の引下げ実施について 
 

京浜急行電鉄株式会社（本社：東京都港区，社長：原田 一之，以下 京急電鉄）は，2019年10月1日

（火）に引き下げを予定している加算運賃について，2019 年９月５日（木），国土交通大臣宛に改定の届

出を行いました。これにより，2019年９月５日付で認可された消費税率引上げ後の鉄道旅客運賃と合わせ

て，2019年10月1日以降の加算運賃適用区間の実施運賃が決定いたしました。 

 

記 

１．経緯 

当社では，空港線の延伸工事や，空港線の輸送力増強工事に要した設備投資額等を回収するため，同

線の天空橋～羽田空港国内線ターミナル駅間と他の区間をまたがって乗車する場合に，基本運賃に加え，

加算運賃を設定しております。当該区間利用者が堅調に増加し，加算運賃収入等による設備投資額等の

回収が順調に進捗してきたことから，加算運賃を引き下げます。 

 

２．実施内容 

普通・通勤定期・通学定期の加算運賃について，それぞれ現行の運賃から一定額の引下げを実施いた

します。 

【加算運賃改定額・大人運賃】 

種 別 現行運賃 改定運賃 改定額 

普通旅客運賃 170円 50円 △120円 

定期旅客運賃（通勤１か月） 6,220円 1,830円 △4,390円 

定期旅客運賃（通学１か月） 2,030円 600円 △1,430円 

  ※上記改定運賃・改定額につきましては，当社の2019年２月19日付ニュースリリースの内容から変

更ございません。 

 

３．実施時期 

2019年10月１日（火） 

 

４．お客さまの問合せ先 

京急ご案内センター 03-5789-8686 または 045-441-0999 

（営業時間）平日9:00～19:00 土日祝日9:00～17:00 

 

以  上 



【参考】現行・改定運賃比較 

 

１．加算運賃の引下げ（加算運賃適用区間の変更はありません） 

天空橋～羽田空港国内線ターミナル駅間と他の区間をまたがって乗車する場合，下記の金額を加算し

た額となります。 

（1）普通旅客運賃（大人）  

現行運賃 改定運賃 改定額 

170円 50円 △120円 

 

（2）通勤定期運賃（大人） 

 現行運賃 改定運賃 改定額 

１か月  6,220円  1,830円   △4,390円  

３か月 17,730円  5,220円  △12,510円  

６か月 33,590円  9,890円  △23,700円  

 

（3）通学定期運賃（大人） 

 
現行運賃 改定運賃 改定額 

１か月  2,030円    600円  △1,430円  

３か月  5,790円  1,710円  △4,080円  

６か月 10,970円  3,240円  △7,730円  

  

 ※上記改定運賃・改定額につきましては，当社の2019年２月19日付ニュースリリースの内容から変更

ございません。 

 



２．主要区間の運賃（普通旅客運賃） 

（1）普通旅客運賃（大人）                  

（単位：円） 

区  間 

１円単位運賃 

（ＩＣカード） 

１０円単位運賃 

（きっぷ） 

現行 

運賃 

改定 

運賃 
改定額 

現行 

運賃 

改定 

運賃 
改定額 

羽田空港国際線ターミナル 

      ～  泉 岳 寺 
407 292 △115 410 300 △110 

      ～  品  川 407 292 △115 410 300 △110 

～  京急蒲田 294 207 △87 300 210 △90 

～  京急川崎 365 249 △116 370 250 △120 

～  横  浜 448 333 △115 450 340 △110 

～  上 大 岡 530 417 △113 530 420 △110 

～  金沢文庫 653 542 △111 660 550 △110 

～  横須賀中央 808 700 △108 810 700 △110 

羽田空港国内線ターミナル 

～  泉 岳 寺 
448 333 △115 450 340 △110 

～  品  川 407 292 △115 410 300 △110 

～  京急蒲田 335 249 △86 340 250 △90 

～  京急川崎 407 292 △115 410 300 △110 

～  横  浜 478 364 △114 480 370 △110 

～  上 大 岡 530 417 △113 530 420 △110 

～  金沢文庫 653 542 △111 660 550 △110 

～  横須賀中央 808 700 △108 810 700 △110 

改定運賃は2019年10月１日の消費税率引き上げ後の実施運賃となります。 

 



（2）定期旅客運賃（大人１か月）                     

 

（単位：円） 

区  間 

通勤定期運賃 通学定期運賃 

現行 

運賃 

改定 

運賃 
改定額 

現行 

運賃 

改定 

運賃 
改定額 

羽田空港国際線ターミナル 

      ～  泉 岳 寺 
15,160 10,950 △4,210 5,290 3,930 △1,360 

      ～  品  川 14,870 10,650 △4,220 5,170 3,810 △1,360 

～  京急蒲田 12,060 7,790 △4,270 3,970 2,590 △1,380 

～  京急川崎 13,540 9,300 △4,240 4,600 3,230 △1,370 

～  横  浜 16,630 12,440 △4,190 5,790 4,440 △1,350 

～  上 大 岡 19,270 15,140 △4,130 6,410 5,070 △1,340 

～  金沢文庫 21,620 17,540 △4,080 6,820 5,490 △1,330 

～  横須賀中央 24,770 20,740 △4,030 7,300 5,980 △1,320 

羽田空港国内線ターミナル 

～  泉 岳 寺 
15,740 11,540 △4,200 5,520 4,160 △1,360 

～  品  川 15,460 11,250 △4,210 5,400 4,040 △1,360 

～  京急蒲田 12,810 8,550 △4,260 4,290 2,910 △1,380 

～  京急川崎 14,270 10,040 △4,230 4,900 3,530 △1,370 

～  横  浜 17,220 13,040 △4,180 5,970 4,620 △1,350 

～  上 大 岡 19,860 15,740 △4,120 6,510 5,170 △1,340 

～  金沢文庫 22,200 18,130 △4,070 6,930 5,600 △1,330 

～  横須賀中央 25,330 21,310 △4,020 7,380 6,060 △1,320 

改定運賃は2019年10月１日の消費税率引き上げ後の実施運賃となります。 

 

以上 


