
ＩＣカードの導入状況（鉄道関係）
〔５〕近畿圏・岡山・広島ほか

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

【ＰｉＴａＰａエリア】 http://www.pitapa.com/ － － (966駅) 2,357,000枚

45 大阪市交通局 ○
http://www.kotsu.city.osak
a.lg.jp/general/eigyou/pric
e/price_menu/ic_card.html

H18.2.1 地下鉄及びニュートラムの全線 108駅 －

46 近鉄 ○
http://www.kintetsu.co.jp/
gyoumu/ic/index.html

H19.4.1
生駒ケーブル、西信貴ケーブル、内部線、八
王子線の全駅及び志摩線の一部の駅を除く
全線

266駅 －

47 阪急 ○
http://rail.hankyu.co.jp/sta
cia/

H16.8.1 神戸高速の1駅を含む全線 86駅 －

48 京阪 ○
http://www.keihan.co.jp/tr
affic/ticket/

H16.8.1 男山ケーブルを除く全線 86駅 －

49 南海 ○
http://www.nankai.co.jp/tr
affic/pitapa.html

H18.7.1 高野山ケーブルを含む全線 100駅 －

50 阪神 ○
http://rail.hanshin.co.jp/tic
ket/stacia/

H18.2.1 神戸高速の5駅を含む全線 49駅 －

http://www city kyoto lg jp

ＩＣカードの種類・名称・フリガナ

51 京都市交通局 ○
http://www.city.kyoto.lg.jp
/kotsu/page/0000096580.
html

H19.4.1 地下鉄全線 31駅 －

52 神戸市交通局 ○
http://www.city.kobe.lg.jp/l
ife/access/transport/kots
u/pitapa.html#midashitop

H18.10.1 地下鉄全線 25駅 －

53 山陽 △
http://www.sanyo-
railway.co.jp/railway/pitapa
/index.html

H18.7.1 全線 49駅 －
ＰｉＴａＰａのほかＩＣＯＣＡのみ利用が可
能

54 神戸電鉄 △
http://www.shintetsu.co.jp
/tetsudou/pitapa/index.ht
ml

H19.4.1 全線 45駅 －
ＰｉＴａＰａのほかＩＣＯＣＡのみ利用が可
能

55
大阪高速鉄道
（大阪モノレール）

○
http://www.osaka-
monorail.co.jp/faq/faq-
ticket-17.html

H18.2.1 全線 18駅 －

56
大阪府都市開発
（泉北高速鉄道）

○
http://www.semboku.jp/ot
oku/pitapa.html

H18.7.1 全線 5駅 －

57
神戸新交通
（ポートライナー）
（六甲ライナー）

△
http://www.knt-
liner.co.jp/ticket/ic/

H18.7.1 全線 18駅 －
ＰｉＴａＰａのほかＩＣＯＣＡのみ利用が可
能

(12) ⑥ＰｉＴａＰａ ピタパ
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（神戸高速） － － － －
第3種鉄道事業者のため、事業者計
にはカウントしない

58 北大阪急行 ○
http://www.kita-
kyu.co.jp/ticket/ic.html

H18.2.1 全線 3駅 －

59 能勢電鉄 △
http://noseden.hankyu.co.j
p/

H16.8.1 全線 14駅 －
ＰｉＴａＰａのほかＩＣＯＣＡのみ利用が可
能

60 北神急行 △
http://www.hokushinkyuko.
co.jp/railway/ic.html

H18.10.1 全線 1駅 －
ＰｉＴａＰａのほかＩＣＯＣＡのみ利用が可
能

61 水間鉄道 ○ http://www.suitetsu.com/ H21.6.1 全線 10駅 －

62 京福電鉄 ○
http://randen.keifuku.co.jp
/ic/ic-guide-2.pdf

H23.4.1 全線 21駅 －

63 岡山電軌 △
http://www.okayama-
kido.co.jp/tramway/riyou.h
tml

全線 16駅 －
ＰｉＴａＰａのほかＩＣＯＣＡのみ利用が可
能

http://www justline co jp/r
64 静岡鉄道 ○

http://www.justline.co.jp/r
osenn/rosen201303191530
.html

H19.9.1 全線 15駅 －

（京福電鉄） (13) らんでんカード ランデンカード ※
http://randen.keifuku.co.jp
/ic/ic-guide-2.pdf

H23.4.1 全線 (21駅) 11,850枚
【ＰｉＴａＰａエリア】に含まれるため、事
業者計及び駅数計にはカウントしない

（岡山電軌） (14) Hareca ハレカ ※＊
http://www.okayama-
kido.co.jp/hareca/

H18.10.1 全線 (16駅) 91,000枚
【ＰｉＴａＰａエリア】に含まれるため、事
業者計及び駅数計にはカウントしない

【ＩＣＯＣＡエリア】
http://www.jr-
odekake.net/icoca/

－ － (430駅) 7,845,900枚

http://www.jr-
odekake.net/icoca/area/m
ap/kinki.html

H15.11.1

近畿圏エリア
（「米原・近江塩津・貴生川・加茂・高田・和歌
山・園部・篠山口・相生・播州赤穂」までの各
駅を境界とする近畿圏近郊の区間）

291駅 －

http://www.jr-
odekake.net/icoca/area/m
ap/okayama.html

H18.9.1

岡山・広島エリア
（「和気・長船・法界院・児島・備中高梁・神辺・
狩留家・南岩国」までの各駅を境界とする岡
山・広島近郊の区間）

137駅 －

66 ＪＲ四国 ○
http://www.jr-
shikoku.co.jp/icoca/

H24.3.17 2駅限定（高松・坂出） 2駅 －
岡山エリア（岡山・福山地区）と同一エ
リアとして利用可

○(15) ⑦ＩＣＯＣＡ イコカ65 ＪＲ西日本
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67 スカイレールサービス (16) SKYRAIL　PASS スカイレールパス ▲＊ H25.1.14
全線（定期券・回数券に限る）
（旧ＩＣ乗車券はH25.1.13をもって使用終了）

3駅 111枚
ICOCAの利用が可能（定期券・回数券
に限る）

＜広島エリア＞ http://www.paspy.jp/ － － － 702,479枚

68 広島電鉄 ▲＊
http://www.hiroden.co.jp/t
rain/joshaken/index.html

H20.1.26 宮島線及び市内線の全線 77駅 － ICOCAの利用が可能

69
広島高速交通
（アストラムライン）

▲＊
http://astramline.co.jp/om
otemen.pdf

H21.8.8 全線 21駅 － ICOCAの利用が可能

小計 25事業者 6種類 1,497駅 11,008,340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

(17) ＰＡＳＰＹ パスピー
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