
ＩＣカードの導入状況（鉄道関係）
〔２〕首都圏・仙台・新潟ほか

鉄道事業者等
全国

相互利用
ホームページ（リンク）

導入
年月日

利用可能エリア
利用

可能駅数
発行枚数
累計

備考

【Ｓｕｉｃａエリア】
http://www.jreast.co.jp/sui
ca/index.html

－ (802駅) 42,470,000枚
モノレールＳｕｉｃａ・りんかいＳｕｉｃａを含
む

http://www.jreast.co.jp/sui
ca/area/tokyo/index.html

H13.11.18

首都圏Ｓｕｉｃａエリア（H21.3.14までに既導入エ
リアを順次拡大）（「熱海・韮崎・安中榛名・上
毛高原・水上・那須塩原・黒磯・いわき」までの
各駅を境界とする首都圏近郊の区間）

594駅 －

http://www.jreast.co.jp/sui
ca/area/sendai/index.html

H15.10.26

仙台Ｓｕｉｃａエリア
（「小牛田・仙台・愛子・原ノ町・郡山・矢吹・船
引」までの各駅を境界とする仙台近郊の区
間）

101駅 －

http://www.jreast.co.jp/sui
ca/area/niigata/index.html

H20.3.15
新潟Ｓｕｉｃａエリア
（「新発田・五泉・吉田・長岡」までの各駅を境
界とする新潟近郊の区間）

58駅 －

4
仙台空港鉄道
（仙台空港アクセス
線）

○
http://www.senat.co.jp/ic/
index.html

H19.3.18 全線（＝ＪＲ東日本・仙台Ｓｕｉｃａエリア） 3駅 －

5
埼玉新都市交通
（ニューシャトル）

○
http://www5.ocn.ne.jp/~sn
ut/ticket.htm

H19.3.18 全線（＝ＪＲ東日本・首都圏Ｓｕｉｃａエリア） 13駅 －

6 伊豆急行 ○
http://www.izukyu.co.jp/ic
/index html

H22.3.13 全線（＝ＪＲ東日本・首都圏Ｓｕｉｃａエリア） 15駅 －

ＩＣカードの種類・名称・フリガナ

(3) ②Ｓｕｉｃａ

スイカ

3 ＪＲ東日本 ○

/index.html

7 東京モノレール （モノレールＳｕｉｃａ） ○
http://www.tokyo-
monorail.co.jp/tickets/suic
a/outline.html

H14.4.21 全線（＝ＪＲ東日本・首都圏Ｓｕｉｃａエリア） 11駅 －

8
東京臨海高速
（りんかい線）

（りんかいＳｕｉｃａ） ○
http://www.twr.co.jp/fare/
suica.html

H14.12.1 全線（＝ＪＲ東日本・首都圏Ｓｕｉｃａエリア） 7駅 －
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【ＰＡＳＭＯエリア】 http://www.pasmo.co.jp/ － － (1,211駅) 22,270,000枚

9
伊豆箱根鉄道
（大雄山線）

○
http://www.izuhakone.co.jp
/railway/PASMO_info/inde
x.htm

H19.3.18
大雄山線のみ
（駿豆線を除く）

12駅 －

10 江ノ電 ○
http://www.enoden.co.jp/i
nfo/pasmo.html

H19.3.18 全線 15駅 －

11 小田急 ○
http://www.odakyu.jp/train
/ticket/pasmo/

H19.3.18 全線 70駅 －

12 関東鉄道 △
http://www.kantetsu.co.jp/
pasmo/pasmo.html

H21.3.14 常総線及び竜ヶ崎線の全線 27駅 －
ＰＡＳＭＯのほかＳｕｉｃａのみ利用が可
能

13 京王 ○
http://www.keio.co.jp/train
/ticket/pasmo/about_train.
html

H19.3.18 全線 68駅 －

14 京成 ○ http://www.keisei.co.jp/ H19.3.18 全線 65駅 －

15 京急 ○
http://www.keikyu-
ensen com/pasmo/index js H19 3 18 全線 72駅15 京急 ○ ensen.com/pasmo/index.js
p

H19.3.18 全線 72駅 －

16 埼玉高速鉄道 ○
http://www.s-
rail.co.jp/ticket/pasmo.htm
l

H19.3.18 全線 7駅 －

17 相鉄 ○
http://www.sotetsu.co.jp/t
rain/ticket/pasmo/

H19.3.18 全線 24駅 －

18
首都圏新都市
（つくばエクスプレス）

○
http://www.mir.co.jp/servi
ce/pasmo/

H19.3.18 全線 20駅 －

19 新京成 ○
https://www.shinkeisei.co.j
p/bus/pasmo/

H19.3.18 全線 23駅 －

20 西武 ○
http://www.seibu-
group.co.jp/railways/railwa
y/ticket-info/pasmo/

H19.3.18 全線 91駅 －

21 多摩モノレール △
http://www.tama-
monorail.co.jp/pasmo-
top.html

H19.3.18 全線 19駅 －
ＰＡＳＭＯのほかＳｕｉｃａのみ利用が可
能

22 千葉モノレール △
http://www.chiba-
monorail.co.jp/5_right/pas
mo.html

H21.3.14 全線 18駅 －
ＰＡＳＭＯのほかＳｕｉｃａのみ利用が可
能

(4) ③ＰＡＳＭＯ パスモ
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23 東急 ○
http://www.tokyu.co.jp/rail
way/railway/west/eigyou/
PASMO/pasmo_index.html

H19.3.18
こどもの国線を含む全線
H24.3.17より世田谷線に拡大（世田谷線ＩＣ乗車
券「せたまる」はH24.9.30をもって使用終了）

97駅 －

24 東京メトロ ○
http://www.tokyometro.jp/
ticket/types/pasmo/index.
html

H19.3.18 全線 137駅 －

25 東京都交通局 ○
http://www.kotsu.metro.to
kyo.jp/other/kanren/pasm
o_index.html

H19.3.18
上野動物園モノレールを除く都営地下鉄、都
電、日暮里・舎人ライナーの全線

139駅 －

26 東武 ○
http://railway.tobu.co.jp/ti
cket/ticket/pasmo.html

H19.3.18 全線 196駅 －

27 東葉高速 ○
http://www.toyokosoku.co.
jp/ticket/

H19.3.18 全線 8駅 －

28
箱根登山
（箱根登山電車）

○
http://www.hakone-
tozan.co.jp/rate/

H19.3.18
箱根登山電車のみ
（箱根登山ケーブルを除く）

10駅 －

29 北総鉄道 ○
http://www.hokuso-
railway.co.jp/

H19.3.18 全線 14駅 －

30 ディズニ リゾ トライン ○
http://www.tokyodisneyres

H21 3 14 全線 4駅30 ディズニーリゾートライン ○
p y y

ort.co.jp/drl/info.html
H21.3.14 全線 4駅 －

31 ゆりかもめ ○
http://www.yurikamome.co
.jp/contents/hp0039/index
.php?No=14&CNo=39

H19.3.18 全線 16駅 －

32
横浜高速
（みなとみらい線）

○
http://www.mm21railway.c
o.jp/info/ticket.html

H19.3.18 全線 5駅 －

33 横浜市交通局 ○
http://www.city.yokohama.l
g.jp/koutuu/kyoutuu/pasm
o/

H19.3.18 地下鉄全線 40駅 －

34
横浜新都市交通
（シーサイドライン）

△
http://www.seasideline.co.j
p/fare_ticket/pasmo/

H19.3.18 全線 14駅 －
ＰＡＳＭＯのほかＳｕｉｃａのみ利用が可
能

小計 32事業者 2種類 2,013駅 64,740,000枚

※利用可能駅数は、他社との共同使用駅による重複を除くなどによりカウントしており、各鉄道事業者の公表等による駅数とは異なる場合があります

※セルの「塗りつぶし色」や全国相互利用欄の「記号」等については、別途資料「凡例」をご参照願います
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