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（前略） 

（他社線でのＳＵＧＯＣＡによる乗車等の取扱方） 

第 52条 第 18条の規定にかかわらず、別表第５に掲げる当社以外の交通事業者（以

下、「他社」といいます。）が経営する路線（以下、「他社線」といいます。）内にお

いて、ＳＵＧＯＣＡによる乗車等の取扱いを行います。 

 

 

（中略） 

 

別表第４（第 38条）ＳＵＧＯＣＡ定期券購入証明書 

 (1) 定期乗車券・ＳＵＧＯＣＡ定期券購入申込書 

 
 

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

（前略） 

（他社線でのＳＵＧＯＣＡによる乗車等の取扱方） 

第 52条 第 18条の規定にかかわらず、全国の マークのある交通事業者（以下、「他

社」といいます。）が経営する路線（以下、「他社線」といいます。）内において、ＳＵ

ＧＯＣＡによる乗車等の取扱いを行います。 

 

（中略） 

 

別表第４（第 38条）ＳＵＧＯＣＡ定期券購入証明書 

(1) 定期乗車券・ＳＵＧＯＣＡ定期券購入申込書 

 
 

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

※使用開始日の 14日前から発売 
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(2) 通学証明書兼通学定期券・ＳＵＧＯＣＡ通学定期券購入申込書 

（表） 

 

（裏） 

 
  

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがあります。 

 

 

 

(2) 通学証明書兼通学定期券・ＳＵＧＯＣＡ通学定期券購入申込書 

（表） 

 

（裏） 

 
 

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがあります。 

 

 

 

※使用開始日の 14日前から発売 
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別表第５（第 52 条）ＳＵＧＯＣＡにより乗車等を取り扱う交通事業者 

 

交通事業者名 

北海道旅客鉄道株式会社 

札幌市交通局 

ジェイ・アール北海道バス株式会社 

株式会社じょうてつ 

函館市企業局 函館バス株式会社 

北海道中央バス株式会社 

仙台空港鉄道株式会社 

仙台市交通局 

宮城交通株式会社 

関東鉄道株式会社 

茨城急行自動車株式会社 

東武バス日光株式会社 

埼玉新都市交通株式会社 

埼玉高速鉄道株式会社 

東武バスウエスト株式会社 

朝日自動車株式会社 

国際十王交通株式会社 

川越観光自動車株式会社 

京成電鉄株式会社 

新京成電鉄株式会社 

東葉高速鉄道株式会社 

北総鉄道株式会社 

株式会社舞浜リゾートライン 

京成バス株式会社 

千葉中央バス株式会社 

千葉海浜交通株式会社 

ちばグリーンバス株式会社 

京成トランジットバス株式会社 

京成バスシステム株式会社 

小湊鉄道株式会社 

千葉交通株式会社 

別表第５  削 除 

 

（以下略） 
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東武バスイースト株式会社 

阪東自動車株式会社 

船橋新京成バス株式会社 

松戸新京成バス株式会社 

平和交通株式会社 

あすか交通株式会社 

日東交通株式会社 

千葉内陸バス株式会社 

東京ベイシティ交通株式会社 

ちばフラワーバス株式会社 

ちばレインボーバス株式会社 

ちばシティバス株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

東京モノレール株式会社 

 

 

 

交通事業者名 

東京臨海高速鉄道株式会社 

ジェイアールバス関東株式会社 

小田急電鉄株式会社 

京王電鉄株式会社 

京浜急行電鉄株式会社 

首都圏新都市鉄道株式会社 

西武鉄道株式会社 

東急電鉄株式会社 

東京地下鉄株式会社 

東京都交通局 

東武鉄道株式会社 

株式会社ゆりかもめ 

小田急バス株式会社 

小田急シティバス株式会社 

関東バス株式会社 

京王電鉄バス株式会社 
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京王バス東株式会社 

京王バス中央株式会社 

京王バス南株式会社 

京王バス小金井株式会社 

京成タウンバス株式会社 

京浜急行バス株式会社 

羽田京急バス株式会社 

横浜京急バス株式会社 

湘南京急バス株式会社 

国際興業株式会社 

西武バス株式会社 

西武観光バス株式会社 

立川バス株式会社 

株式会社シティバス立川 

京急バス株式会社 

株式会社東急トランセ 

東京空港交通株式会社 

東武バスセントラル株式会社 

西東京バス株式会社 

小田急箱根高速バス株式会社 

日立自動車交通株式会社 

株式会社フジエクスプレス 

多摩都市モノレール株式会社 

江ノ島電鉄株式会社 

相模鉄道株式会社 

箱根登山鉄道株式会社 

横浜高速鉄道株式会社 

横浜市交通局 

株式会社江ノ電バス 

神奈川中央交通東株式会社 

神奈川中央交通西株式会社 

株式会社湘南神奈交バス 
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交通事業者名 

株式会社津久井神奈交バス 

株式会社横浜神奈交バス 

株式会社相模神奈交バス 

株式会社藤沢神奈交バス 

川崎市交通局 

川崎鶴見臨港バス株式会社 

相鉄バス株式会社 

箱根登山バス株式会社 

富士急湘南バス株式会社 

横浜交通開発株式会社 

株式会社横浜シーサイドライン 

新潟交通株式会社 

あいの風とやま鉄道株式会社 

IRいしかわ鉄道株式会社 

富士急行株式会社 

富士急山梨バス株式会社 

山梨交通株式会社 

伊豆急行株式会社 

伊豆箱根鉄道株式会社 

伊豆箱根バス株式会社 

富士急シティバス株式会社 

富士急静岡バス株式会社 

静岡鉄道株式会社 

しずてつジャストライン株式会社 

東海旅客鉄道株式会社 

名古屋市交通局 

名古屋鉄道株式会社 

豊橋鉄道株式会社 

名鉄バス株式会社 

名鉄バス中部株式会社 

愛知高速鉄道株式会社 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

三重交通株式会社 
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三交伊勢志摩交通株式会社 

三重急行自動車株式会社 

八風バス株式会社 

江若交通株式会社 

京都市交通局 

京幅電気鉄道株式会社 

京都バス株式会社 

京阪京都交通株式会社 

京都京阪バス株式会社 

叡山電鉄株式会社 

西日本旅客鉄道株式会社 

大阪市交通局 

近畿日本鉄道株式会社 

阪急電鉄株式会社 

 

交通事業者名 

京阪電気鉄道株式会社 

南海電気鉄道株式会社 

阪神電気鉄道株式会社 

大阪高速鉄道株式会社 

泉北高速鉄道株式会社 

北大阪急行電鉄株式会社 

水間鉄道株式会社 

阪堺電気軌道株式会社 

南海バス株式会社 

南海ウイングバス金岡株式会社 

西日本ジェイアールバス株式会社 

近鉄バス株式会社 

高槻市交通部 

大阪空港交通株式会社 

京阪バス株式会社 

阪急バス株式会社 

神戸市交通局 

山陽電気鉄道株式会社 
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神戸新交通株式会社 

神戸電鉄株式会社 

北神急行電鉄株式会社 

神姫バス株式会社 

神姫グリーンバス株式会社 

株式会社ウエスト神姫 

神姫ゾーンバス株式会社 

神鉄バス株式会社 

阪神バス株式会社 

尼崎交通事業振興株式会社 

能勢電鉄株式会社 

本四海峡バス株式会社 

奈良交通株式会社 

岡山電気軌道株式会社 

下津井電鉄株式会社 

中鉄バス株式会社 

両備ホールディングス株式会社 

四国旅客鉄道株式会社 

福岡市交通局 

西日本鉄道株式会社 

西鉄バス北九州株式会社 

西鉄高速バス株式会社 

西鉄バス久留米株式会社 

西鉄バス筑豊株式会社 

西鉄バス大牟田株式会社 

西鉄バス宗像株式会社 

西鉄バスニ日市株式会社 

JR九州バス株式会社 

筑豊電気鉄道株式会社 

西鉄バス佐賀株式会社 
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交通事業者名 

昭和自動車株式会社 

佐賀市交通局 

長崎自動車株式会社 

さいかい交通株式会社 

熊本市交通局 

九州産交バス株式会社 

産交バス株式会社 

熊本電気鉄道株式会社 

熊本バス株式会社 

熊本都市バス株式会社 

日田バス株式会社 

大分交通株式会社 

大分バス株式会社 

亀の井バス株式会社 

宮崎交通株式会社 

 

（以下略） 

 

 

附則 

九州旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券取扱規則（2009 年２月５日九州旅客鉄道株式会社公告第 11 号）の一部を上記のように改正し、2021 年 3 月 13 日から

施行します。 

 


