
 

企画乗車券取扱規則 

制  定 平成２８. ３.２４－営業部達第４０号 

最終改正 平成２８. ６.２１－営業部達第１１号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、旅客営業規程（平成１９年４月営業部達第３号。以下「規程」という。）第２条に基づき、企画乗

車券による当社線内の旅客運送その他の必要な取扱いについて定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を

図ることを目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 当社線内で使用することができる企画乗車券の取扱方については、この規則に定めるところによる。 

２ この規則に定めのない事項については、法令、規程等の規定を準用する。 

３ 前項の規定に関わらず、ＩＣカード乗車券に関する取扱いは、ＩＣカード乗車券取扱規則（平成１９年４月営業部

達第４号）による。 

（定義） 

第３条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）企画乗車券 旅客に対する利便性向上や割引サービスの提供などを目的とする、規程で定めのない乗車券をい

う。 

（２）有効期間 企画乗車券を使用することができる期間をいう。 

（３）有効時間 企画乗車券を使用することができる時間をいう。 

（４）有効期限 企画乗車券を使用開始することができる期限をいう。 

（５）期間券 有効期間を使用開始から一日単位で計算する企画乗車券をいう。 

（６）時間券 有効時間を使用開始から２４時間単位で計算する企画乗車券をいう。 

（７）当日券 発売日当日に限り使用開始することができる企画乗車券をいう。 

（８）前売り券 定められた期間内に使用開始することができる企画乗車券（当日券を除く。）をいう。 

（企画乗車券の詳細） 

第４条 企画乗車券の詳細は別表のとおりとする。 

（時間券の有効時間の特例） 

第５条 時間券を使用する旅客が、旅行中に有効時間を満了した場合は、当該旅行の終了まで有効時間を延長すること

ができる。ただし、規程第８３条第１項に規定する乗換駅又は都営地下鉄との接続駅において、乗換時間が３０分を

超えた場合は、当該旅行は終了したものとみなす。 

（乗車券類紛失の場合の取扱方） 

第６条 企画乗車券を使用する旅客は、規程第１４３条第２項及び第３項に規定する乗車券紛失の場合の取扱方を請求

することができない。 

（有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し） 

第７条 企画乗車券を使用する旅客は、規程第１５３条及び第１５５条に規定する有効期間の延長及び旅客運賃の払戻

しを請求することができない。 

（列車等の運行不能、遅延等の場合の取扱方） 

第８条 別表第１号ア～ウ及び第２号アの乗車券を所持する旅客に限り、当該乗車券の乗車日に、当社線が半日以上に

わたって運行を休止した場合は、当該乗車券（未使用のものに限る。）を駅に差し出して、既に支払った旅客運賃の払

戻しを請求することができる。ただし、乗車日から１か月を経過した場合は、この限りではない。 

（列車等の運行不能、遅延等の場合のその他の請求） 

第９条 旅客は、前条に規定する事由が発生した場合は、当社の責に帰する事由の有無を問わず、前条に定める取扱い

に限って請求をすることができる。 

２ 旅客は、列車等の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車等に乗車することができない

場合は、前項に規定するものを除いて、当社の責に帰する事由の有無を問わず、一切の請求をすることはできない。 

 （発売終了） 

第１０条 次に掲げる企画乗車券は、当該各号に定める日をもって発売を終了する。 

（１）別表第１号ア、エ、ニ、ヌ、ネ、ノ 平成２８年３月２５日 

（２）別表第１号オ、ハ、ヒ、フ、ヘ 平成２８年３月３１日 

（改廃手続） 

第１１条 この規則の改廃は、りん議文書により部長決裁で行う。ただし、形式的な改正等の軽微な改正は、規程類管理

規程（平成１６年４月社達第１９号）第６条第２項に定めるところによる。 

 

附 則（平成２８年３月営業部達第４０号） 

 この規則は、平成２８年３月２６日から施行する。ただし、別表第 1号カからスの各（ア）の規定は平成２８年４月

１日から施行する。 

   附 則（平成２８年４月営業部達第２号） 

 この規則は、平成２８年３月２６日から適用する。ただし、別表第１号ホの改正規定は、平成２８年５月９日から施

行する。 

附 則（平成２８年６月営業部達第１１号） 



 

この規則は、平成２８年６月２０日から適用する。ただし、別表第２号キの改正規定は、平成２８年７月１日から施

行する。 



別表（第４条関係）

（１）期間券

　　ア　東京メトロ一日乗車券

（ア）発売額
大人　６００円
小児　３００円

（イ）発売箇所 当社定期券発売所

（ウ）効力 当社の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から６か月以内の任意の１日

（オ）払戻し
使用開始前で、かつ、有効期限内であるときに限り、発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この
場合、規程第１４５条第１項に準じて手数料を支払うものとする。

（カ）様式

※縦５．７５ｃｍ横８．５ｃｍ

表（大人用）

表（小児用）

裏（大人用・小児用共通）



　　イ　東京メトロ・都営地下鉄共通一日乗車券

（ア）発売額
大人　１，０００円
小児　　　５００円

（イ）発売箇所

ａ　当日券
　　当社各駅の乗車券類発売機及び当社定期券発売所又は東京都交通局（以下「交通局」という。）が定め
る箇所
ｂ　前売り券
　　当社定期券発売所又は交通局が定める箇所

（ウ）効力 当社及び都営地下鉄の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限

ａ　当日券
　　発売日
ｂ　前売り券
　　発売日から６か月以内の任意の１日

（オ）払戻し
使用開始前で、かつ、有効期限内であるときに限り、発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場
合、規程第１４５条第１項に準じて手数料を支払うものとする。ただし、交通局における払戻しについて
は、交通局が定めるところによる。

（カ）様式

※ 縦５．７５ｃｍ横８．５ｃｍ

ａ 当日券（大人用）

裏（大人用・小児用共通）

ｂ 前売り券

表（小児用）

表（大人用）

※ 縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※ 小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。

※ 交通局が発売する乗車券の様式は交通局が定めるところによる。



　　ウ　東京フリーきっぷ

（ア）発売額
大人　１，５９０円
小児　　　８００円

（イ）発売箇所 当社各駅の乗車券類発売機又は交通局及び旅客鉄道会社が定める箇所

（ウ）効力
当社の全路線、交通局が定める区間及び旅客鉄道会社が定める区間に乗車回数を制限せず乗車することがで
きる。

（エ）有効期間及び有効期限
発売日から１か月以内の指定した任意の１日。この場合において、指定した日付は、当該指定日以前で、か
つ、使用開始前であるときは、１回に限り変更することができる。

（オ）払戻し
使用開始前で、かつ、有効期限内であるときに限り、発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場
合、規程第１４５条第１項に準じて手数料を支払うものとする。ただし、交通局及び旅客鉄道会社における
払戻しについては、それぞれが定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。

※交通局及び旅客鉄道会社が発売する乗車券の様式はそれぞれが定めるところによる。



　　エ　東京メトロ学生一日券

（ア）発売額 ３００円

（イ）発売箇所及び引換箇所
当社が指定する旅行代理店の教育旅行を扱う全国の支店において、東京メトロ学生用一日券と引き換える
ためのクーポン券を発売し、当社が指定する駅又は当該旅行代理店において、引き換えを行う。

（ウ）発売対象
発売箇所において教育旅行の申込みをした中学校・高等学校・専門学校の生徒、教職員及び同行する添乗
員

（エ）効力 当社の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（オ）有効期間及び有効期限 指定した任意の１日

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、旅行代理店における払戻
しについては、当該旅行代理店が定めるところによる。

（キ）様式

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

表 裏



　　オ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ（１－Ｄａｙ、２－Ｄａｙ又は３－Ｄａｙ）

（ア）発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　大人　　　８００円
　　小児　　　４００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　大人　１，２００円
　　小児　　　６００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　大人　１，５００円
　　小児　　　７５０円

（イ）発売箇所及び引換箇所
当社が指定する駅、ホテル、空港、旅行代理店等。この場合、旅行代理店においては、Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂ
ｗａｙ Ｔｉｃｋｅｔと引き換えるためのクーポン券を発売し、当社が指定する駅において、引き換えを行
う。

（ウ）発売対象 発売箇所が定める発売条件に該当する旅客

（エ）効力 当社及び都営地下鉄の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（オ）有効期間及び有効期限

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　乗車券裏面に記載された有効期限内の任意の１日
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　乗車券裏面に記載された有効期限内に使用開始した日から、連続した２日間
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　乗車券裏面に記載された有効期限内に使用開始した日から、連続した３日間

（カ）払戻し

当社の発売箇所で発売したものであることを証明でき、使用開始前で、かつ、有効期限内であるときに限
り、当社の発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場合、規程第１４５条第１項に準じて手数料
を支払うものとする。ただし、当社以外の発売箇所における払戻しについては、当該発売箇所が定めるとこ
ろによる。なお、交通局に払戻しを請求することはできない。

（キ）様式

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※券面に発売金額を記載する場合がある。

表（大人用） 裏（大人用・小児用共通）

ａ Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ １－Ｄａｙ Ｔｉｃｋｅｔ

表（大人用）

表（大人用）

ｂ Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ ２－Ｄａｙ Ｔｉｃｋｅｔ

ｃ Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ ３－Ｄａｙ Ｔｉｃｋｅｔ

表（小児用）

表（小児用）

表（小児用）

裏（大人用・小児用共通）

裏（大人用・小児用共通）



（ア）発売額
小田急電鉄株式会社（以下「小田急電鉄」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　７７０円から１，８８０円
小児　　　３９０円から９４０円

（イ）発売箇所 小田急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　小田急電鉄線
　　乗車駅（小田急電鉄が指定する駅を除く。）から代々木上原駅間を１度に限り往復乗車することがで
き、代々木上原駅から新宿駅間は乗車回数を制限せず乗車することができる。ただし、往復乗車を行う区間
において、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、小田急電鉄における払戻し
については、小田急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　カ　小田急東京メトロパス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
西武鉄道株式会社（以下「西武鉄道」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　７４０円から１，７００円
小児　　　３９０円から８５０円

（イ）発売箇所 西武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　西武鉄道線
　　乗車駅（西武鉄道が指定する駅を除く。）から当社線との接続駅（池袋駅、小竹向原駅、高田馬場駅又
は西武新宿駅）間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、西武鉄道における払戻しに
ついては、西武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　キ　西武東京メトロパス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



　　ク　東急東京メトロパス

（ア）発売額
東京急行電鉄株式会社（以下「東急電鉄」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　７１０円から１，０２０円
小児　　　３６０円から５１０円

（イ）発売箇所 東急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東急電鉄線
　　乗車駅（東急電鉄が指定する駅を除く。）から当社線との接続駅（渋谷駅、中目黒駅又は目黒駅）間を
１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、東急電鉄における払戻しに
ついては、東急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東武鉄道株式会社（以下「東武鉄道」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　７５０円から１，９２０円
小児　　　３７０円から９７０円

（イ）発売箇所 東武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東武鉄道線
　　乗車駅（東武鉄道が指定する駅を除く。）から和光市駅間を１度に限り往復乗車することができ、和光
市駅から池袋駅間は乗車回数を制限せず乗車することができる。ただし、往復乗車を行う区間において、途
中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、東武鉄道における払戻しに
ついては、東武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　ケ　東上東京メトロパス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東武鉄道が定める発売箇所により異なる。
大人　７５０円から２，９７０円
小児　３７０円から１，４８０円

（イ）発売箇所 東武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東武鉄道線
　　乗車駅（東武鉄道が指定する駅を除く。）から北千住駅間を１度に限り往復乗車することができ、北千
住駅から浅草駅間及び曳舟駅から押上駅間は乗車回数を制限せず乗車することができる。ただし、往復乗車
を行う区間において、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、東武鉄道における払戻しに
ついては、東武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　コ　東武東京メトロパス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東葉高速鉄道株式会社（以下「東葉高速鉄道」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　９１０円から１，７５０円
小児　　　４６０円から８８０円

（イ）発売箇所 東葉高速鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東葉高速鉄道線
　　乗車駅から西船橋駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできな
い。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、東葉高速鉄道における払戻
しについては、東葉高速鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　サ　東葉東京メトロパス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
埼玉高速鉄道株式会社（以下「埼玉高速鉄道」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　８４０円から１，２６０円
小児　　　４３０円から６５０円

（イ）発売箇所 埼玉高速鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　埼玉高速鉄道線
　　乗車駅から赤羽岩淵駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはでき
ない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、埼玉高速鉄道における払戻
しについては、埼玉高速鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　シ　ＳＲ東京メトロパス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
首都圏新都市鉄道株式会社（以下「つくばエクスプレス」という。）が定める発売箇所により異なる。
大人　１，０２０円から２，３４０円
小児　　　５１０円から１，１９０円

（イ）発売箇所 つくばエクスプレスが定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　つくばエクスプレス線
　　乗車駅（つくばエクスプレスが指定する駅を除く。）から北千住駅間を１度に限り往復乗車することが
でき、北千住駅から秋葉原駅間は乗車回数を制限せず乗車することができる。ただし、往復乗車を行う区間
において、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、つくばエクスプレスにおけ
る払戻しについては、つくばエクスプレスが定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　ス　ＴＸ東京メトロパス

※縦８．５ｃｍ 横５．７５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。

※つくばエクスプレス線内の乗車券の様式はつくばエクスプレスが定めるところによる。



（ア）発売額
西武鉄道が定める発売箇所により異なる。
大人　１，１００円から２，０５０円
小児　　　５７０円から１，０４０円

（イ）発売箇所 西武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線小竹向原駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　西武鉄道線
　　乗車駅（西武鉄道が指定する駅を除く。）から当社線との接続駅（池袋駅、小竹向原駅又は西武新宿
駅）間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできない。
ｃ　東急電鉄線
　　渋谷駅から自由が丘駅間、自由が丘駅から二子玉川駅間、二子玉川駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せ
ず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び東急電鉄に払戻しを請求することはできない。ただし、西武鉄道にお
ける払戻しについては、西武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　セ　西武東急線トライアングルチケット

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
西武鉄道が定める発売箇所により異なる。
大人　１，５６０円から２，５１０円
小児　　　８１０円から１，２８０円

（イ）発売箇所 西武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線小竹向原駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　西武鉄道線
　　乗車駅（西武鉄道が指定する駅を除く。）から当社線との接続駅（池袋駅、小竹向原駅又は西武新宿
駅）間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできない。
ｃ　東急電鉄線
　　渋谷駅から横浜駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできな
い。
ｄ　横浜高速鉄道株式会社（以下「横浜高速鉄道」という。）線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社、東急電鉄及び横浜高速鉄道に払戻しを請求することはできない。ただ
し、西武鉄道における払戻しについては、西武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　ソ　西武横浜ベイサイドきっぷ

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東急電鉄が定める発売箇所により異なる。
大人　１，６１０円から１，９４０円
小児　　　　　８２０円から９８０円

（イ）発売箇所 東急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線小竹向原駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東急電鉄線
　　乗車駅（東急電鉄が指定する駅を除く。）から渋谷駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。
ｃ　西武鉄道線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び西武鉄道に払戻しを請求することはできない。ただし、東急電鉄にお
ける払戻しについては、東急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　タ　東急西武線まるごときっぷ

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面下部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東急電鉄が定める発売箇所により異なる。
大人　１，５２０円から１，８５０円
小児　　　　　７９０円から９５０円

（イ）発売箇所 東急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線和光市駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東急電鉄線
　　乗車駅（東急電鉄が指定する駅を除く。）から渋谷駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。
ｃ　東武鉄道線
　　和光市駅から川越駅間を１度に限り往復乗車することができ、東武線川越駅から川越市駅間及び東武バ
ス川越市内指定区間は乗車回数を制限せず乗車することができる。ただし、往復乗車を行う区間において、
途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び東武鉄道に払戻しを請求することはできない。ただし、東急電鉄にお
ける払戻しについては、東急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　チ　東急東武東上線小江戸川越クーポン

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面下部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東急電鉄が定める発売箇所により異なる。
大人　１，５７０円から１，９００円
小児　　　　　８００円から９６０円

（イ）発売箇所 東急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線和光市駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東急電鉄線
　　乗車駅（東急電鉄が指定する駅を除く。）から渋谷駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。
ｃ　東武鉄道線
　　和光市駅から坂戸駅間を１度に限り往復乗車することができ、坂戸駅から寄居駅間及び坂戸駅から越生
駅間は乗車回数を制限せず乗車することができる。ただし、往復乗車を行う区間において、途中下車をする
ことはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び東武鉄道に払戻しを請求することはできない。ただし、東急電鉄にお
ける払戻しについては、東急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　ツ　東急東武東上線ハイキングきっぷ

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面下部に小の印字がされる。



（ア）発売額
東武鉄道が定める発売箇所により異なる。
大人　１，２４０円から２，２１０円
小児　　　６３０円から１，１２０円

（イ）発売箇所 東武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線和光市駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東武鉄道線
　　乗車駅（東武鉄道が指定する駅を除く。）から池袋駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。
ｃ　東急電鉄線
　　渋谷駅から自由が丘駅間、自由が丘駅から二子玉川駅間及び二子玉川駅から渋谷駅間に乗車回数を制限
せず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び東急電鉄に払戻しを請求することはできない。ただし、東武鉄道にお
ける払戻しについては、東武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　テ　東上東急線トライアングルチケット

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小児及び小の印字がされる。



（ア）発売額
東武鉄道が定める発売箇所により異なる。
大人　１，７００円から２，６７０円
小児　　　８７０円から１，３６０円

（イ）発売箇所 東武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線和光市駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東武鉄道線
　　乗車駅（東武鉄道が指定する駅を除く。）から池袋駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。
ｃ　東急電鉄線
　　渋谷駅から横浜駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をすることはできな
い。
ｄ　横浜高速鉄道線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社、東急電鉄及び横浜高速鉄道に払戻しを請求することはできない。ただ
し、東武鉄道における払戻しについては、東武鉄道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　ト　東上横浜ベイサイドきっぷ

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小児及び小の印字がされる。



（ア）発売額
大人　１，３１０円
小児　　　６６０円

（イ）発売箇所 京浜急行電鉄株式会社（以下「京急電鉄」という。）が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京急電鉄線
　　羽田空港国内線ターミナル駅又は国際線ターミナル駅から泉岳寺駅間を１度に限り片道乗車することが
できる。ただし、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京急電鉄におけ
る払戻しについては、京急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

　　ナ　京急羽田・ちか鉄共通パス

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。

※京急線内の乗車券の様式は京急電鉄が定めるところによる。



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー片道特急券及び乗車券
　　大人　２，８００円
　　小児　１，４００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー片道特急券及び乗車券
　　大人　３，２００円
　　小児　１，６００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー片道特急券及び乗車券
　　大人　３，５００円
　　小児　１，７５０円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー往復特急券及び乗車券
　　大人　４，７００円
　　小児　２，３５０円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー往復特急券及び乗車券
　　大人　５，１００円
　　小児　２，５５０円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー往復特急券及び乗車券
　　大人　５，４００円
　　小児　２，７００円

（イ）発売箇所 京成電鉄株式会社（以下「京成電鉄」という。）が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京成電鉄線
　　京成電鉄が定める区間を京成スカイライナーで１度に限り片道又は往復乗車することができる。ただし、途
中下車をすることはできない。

（エ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。京成スカイライナー特急券及び乗車券
については、京成電鉄が定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京成電鉄における払
戻しについては、京成電鉄が定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。京成スカイライナー特急券及び乗車券
については、京成電鉄が定めるところによる。

　　ニ　Ｋｅｉｓｅｉ　Ｓｋｙｌｉｎｅｒ　＆　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線片道乗車券
　　大人　１，２００円
　　小児　　　６００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線片道乗車券
　　大人　１，６００円
　　小児　　　８００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線片道乗車券
　　大人　１，９００円
　　小児　　　９５０円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線往復乗車券
　　大人　１，５００円
　　小児　　　７５０円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線往復乗車券
　　大人　１，９００円
　　小児　　　９５０円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線往復乗車券
　　大人　２，２００円
　　小児　１，１００円

（イ）発売箇所 京急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京急線
　　京急電鉄が定める区間を１度に限り片道又は往復乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。京急線乗車券については、京急電
鉄が定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京急電鉄におけ
る払戻しについては、京急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。京急線乗車券については、京急電
鉄が定めるところによる。

　　ヌ　ＷＥＬＣＯＭＥ！Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス成田路線乗車券１回分
　　大人　３，４００円
　　小児　１，７００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス成田路線乗車券２回分
　　大人　５，７００円
　　小児　２，８５０円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス成田路線乗車券２回分
　　大人　６，０００円
　　小児　３，０００円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス羽田路線乗車券１回分
　　大人　１，８００円
　　小児　　　９００円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス羽田路線乗車券２回分
　　大人　３，２００円
　　小児　１，６００円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　３－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス羽田路線乗車券２回分
　　大人　３，５００円
　　小児　１，７５０円

（イ）発売箇所 当社定期券発売所及び東京空港交通株式会社（以下「東京空港交通」という。）が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東京空港交通路線
　　成田空港又は羽田空港を発着する東京空港交通が定める区間を１回又は２回片道乗車することができ
る。

（エ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。リムジンバス路線乗車券について
は、東京空港交通が定めるところによる。

（オ）払戻し

当社の発売箇所で発売したものであることを証明でき、使用開始前で、かつ、有効期限内であるときに限
り、当社の発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場合、規程第１４５条第１項に準じて手数料
を支払うものとする。ただし、東京空港交通における払戻しについては、東京空港交通が定めるところによ
る。なお、交通局に払戻しを請求することはできない。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。リムジンバス路線乗車券について
は、東京空港交通が定めるところによる。

　　ネ　リムジン＆サブウェイパス



（ア）発売内容
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス株式会社（以下「京成バス」とい
う。）路線乗車券１回分

（イ）発売額 １，７００円

（ウ）発売箇所 京成バスが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京成バス路線
　　京成バスが定める区間を１度に限り片道乗車することができる。

（オ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。京成バス路線乗車券については、
京成バスが定めるところによる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京成バスにおけ
る払戻しについては、京成バスが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。京成バス路線乗車券については、
京成バスが定めるところによる。

　　ノ　東京シャトル＆サブウェイパス



（ア）発売内容
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及び小田急箱根高速バス株式会社（以下「小田急箱
根高速バス」という。）路線乗車券１往復分

（イ）発売額
大人　３，７００円
小児　１，８５０円

（ウ）発売箇所 小田急箱根高速バスが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　小田急箱根高速バス路線
　　小田急箱根高速バスが定める区間を１度に限り往復乗車することができる。

（オ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。小田急箱根高速バス路線乗車券に
ついては、小田急箱根高速バスが定めるところによる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、小田急箱根高速
バスにおける払戻しについては、小田急箱根高速バスが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。小田急箱根高速バス路線乗車券に
ついては、小田急箱根高速バスが定めるところによる。

　　ハ　御殿場ハイウェイ＆サブウェイパス



（ア）発売内容
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ（１－Ｄａｙ、２－Ｄａｙ又は３－Ｄａｙ）及びＷＩＬＬＥＲ
ＴＲＡＶＥＬ株式会社（以下「ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ」という。）路線乗車券１回分

（イ）発売額 ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

（ウ）発売箇所 ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線
　　ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定める区間を１度に限り片道乗車することができる。

（オ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線
乗車券については、ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、ＷＩＬＬＥＲ
ＴＲＡＶＥＬにおける払戻しについては、ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線
乗車券については、ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

　　ヒ　東京とことんセット券



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びジェイアール東海高速バス株式会社（以下
「ジェイアール東海高速バス」という。）路線片道乗車券
　　３，１２０円又は３，２４０円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　１－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びジェイアール東海高速バス路線往復乗車券
　　５，２４０円

（イ）発売箇所 ジェイアール東海高速バスが定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ジェイアール東海高速バス路線
　　ジェイアール東海高速バスが定める区間を１度に限り片道又は往復乗車することができる。

（エ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。ジェイアール東海高速バス路線乗
車券については、ジェイアール東海高速バスが定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、ジェイアール東
海高速バスにおける払戻しについては、ジェイアール東海高速バスが定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。ジェイアール東海高速バス路線乗
車券については、ジェイアール東海高速バスが定めるところによる。

　　フ　東京満喫きっぷ



（ア）発売内容
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２－Ｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ及びジェイアール四国バス株式会社（以下「ジェイ
アール四国バス」という。）路線乗車券１回分

（イ）発売額 ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（ウ）発売箇所 ジェイアール四国バスが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ジェイアール四国バス路線
　　ジェイアール四国バスが定める区間を１度に限り片道乗車することができる。

（オ）有効期間及び有効期限
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（オ）による。ジェイアール四国バス路線乗車券
については、ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、ジェイアール四
国バスにおける払戻しについては、ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、オ（キ）による。ジェイアール四国バス路線乗車券
については、ジェイアール四国バスが定めるところによる。

　　ヘ　ドリーム＆東京メトロきっぷ



（ア）発売額

ａ　新幹線＆メトロ 東京日帰りきっぷ（小田原・東京間）
　　５，１３０円
ｂ　新幹線＆メトロ 東京日帰りきっぷ（熱海・東京間）
　　５，９５０円

（イ）発売箇所 東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東海」という。）が定める箇所

（ウ）発売対象 発売箇所において定めた発売条件に該当する旅客

（エ）効力

ａ　当社線
　　復路において、全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ＪＲ東海線
　　小田原駅から東京駅間又は熱海駅から東京駅間を新幹線で１度に限り往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。

（オ）有効期間及び有効期限
発売日から１か月以内の指定した任意の１日。この場合において、指定した日付は、当該指定日以前で、か
つ、使用開始前であるときは、１回に限り変更することができる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、ＪＲ東海における払戻しに
ついては、ＪＲ東海が定めるところによる。

（キ）様式

　　ホ　新幹線＆メトロ 東京日帰りきっぷ

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※往路の乗車券については、ＪＲ東海が定めるところによる。

ａ 新幹線＆メトロ 東京日帰りきっぷ（小田原・東京間）（復路）

ｂ 新幹線＆メトロ 東京日帰りきっぷ（熱海・東京間）（復路）



　　マ　西武横濱中華街グルメきっぷ

（ア）発売額
西武鉄道が定める発売箇所により異なる。
大人　３，３６０円から４，３１０円
小児　２，１１０円から２，５８０円

（イ）発売箇所 西武鉄道が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線
　　副都心線小竹向原駅から渋谷駅間に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　西武鉄道線
　　乗車駅（西武鉄道が指定する駅を除く。）から当社線との接続駅（池袋駅、小竹向原
駅又は西武新宿駅）間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をする
ことはできない。
ｃ　東急電鉄線
　　渋谷駅から横浜駅間を１度に限り往復乗車することができる。ただし、途中下車をす
ることはできない。
ｄ　横浜高速鉄道線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｅ　西武鉄道の定める店舗
　　お食事券及びお土産券を１度に限り使用することができる。

（エ）有効期間及び有効期限 発売日から１か月以内の指定した任意の１日

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社、東急電鉄、横浜高速鉄道及び西武鉄道が定める店舗に
払戻しを請求することはできない。ただし、西武鉄道における払戻しについては、西武鉄
道が定めるところによる。

（カ）様式（大人用）

※縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。

※お食事券及びお土産券については、西武鉄道が定めるところによる。



（２）時間券

（ア）発売額
大人　６００円
小児　３００円

（イ）発売箇所

ａ　当日券
　　当社各駅の乗車券発売機
ｂ　前売り券
　　当社定期券発売所

（ウ）効力 当社の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（エ）有効時間及び有効期限

ａ　当日券
　　発売日における使用開始から２４時間
ｂ　前売り券
　　発売日から６か月以内の任意の１日における使用開始から２４時間

（オ）払戻し
使用開始前で、かつ、有効期限内に限り、発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場合、規程第
１４５条第１項に準じて手数料を支払うものとする。

　　ア　東京メトロ２４時間券

（カ）様式

※ 縦５．７５ｃｍ横８．５ｃｍ

ａ 当日券

表（大人用） 裏（大人用・小児用共通）

ｂ 前売り券

※ 縦８．５ｃｍ 横５．７５ｃｍ

※ 小児用の場合は券面上部に小の印字がされる。

表（小児用）

表（大人用）



（ア）発売額 ３００円

（イ）発売箇所及び引換箇所
当社が指定する旅行代理店の教育旅行を扱う全国の支店において、東京メトロ学生用２４時間券と引き換え
るためのクーポン券を発売し、当社が指定する駅又は当該旅行代理店において、引き換えを行う。

（ウ）発売対象 発売箇所において教育旅行の申込みをした中学校・高等学校・専門学校の生徒、教職員及び同行する添乗員

（エ）効力 当社の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（オ）有効時間及び有効期限 旅客が申込みを行った際に指定した任意の１日における使用開始から２４時間

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社に払戻しを請求することはできない。ただし、旅行代理店における払戻し
については、当該旅行代理店が定めるところによる。

（キ）様式

　　イ　東京メトロ学生用２４時間券

※ 縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

表 裏



（ア）発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　大人　８００円
　　小児　４００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　大人　１，２００円
　　小児　　　６００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　大人　１，５００円
　　小児　　　７５０円

（イ）発売箇所及び引換箇所
当社が指定する駅、ホテル、空港、旅行代理店等。この場合、旅行代理店においては、Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂ
ｗａｙ Ｔｉｃｋｅｔと引き換えるためのクーポン券を発売し、当社が指定する駅において、引き換えを行
う。

（ウ）発売対象 発売箇所において定めた発売条件に該当する旅客

（エ）効力 当社及び都営地下鉄の全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。

（オ）有効時間及び有効期限

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　乗車券裏面に記載された有効期限内における使用開始から２４時間
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　乗車券裏面に記載された有効期限内における使用開始から４８時間
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ
　　乗車券裏面に記載された有効期限内における使用開始から７２時間

（カ）払戻し

当社の発売箇所で発売したものであることを証明でき、使用開始前で、かつ、有効期限内に限り、当社の
発売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場合、規程第１４５条第１項に準じて手数料を支払う
ものとする。ただし、当社以外の発売箇所における払戻しについては、当該発売箇所が定めるところによ
る。なお、交通局に払戻しを請求することはできない。

　　ウ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ（２４－ｈｏｕｒ、４８－ｈｏｕｒ又は７２－ｈｏｕｒ）

（キ）様式

※ 縦５．７５ｃｍ 横８．５ｃｍ

※ 券面に発売金額を記載する場合がある。

表（大人用） 裏（大人用・小児用共通）

表（大人用）

表（大人用）

ｂ Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ ４８－ｈｏｕｒ Ｔｉｃｋｅｔ

ｃ Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ ７２－ｈｏｕｒ Ｔｉｃｋｅｔ

表（小児用）

表（小児用）

表（小児用）

裏（大人用・小児用共通）

裏（大人用・小児用共通）

ａ Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ ２４－ｈｏｕｒ Ｔｉｃｋｅｔ



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー片道特急券及び乗
車券
　　大人　２，８００円
　　小児　１，４００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー片道特急券及び乗
車券
　　大人　３，２００円
　　小児　１，６００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー片道特急券及び乗
車券
　　大人　３，５００円
　　小児　１，７５０円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー往復特急券及び乗
車券
　　大人　４，７００円
　　小児　２，３５０円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー往復特急券及び乗
車券
　　大人　５，１００円
　　小児　２，５５０円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成スカイライナー往復特急券及び乗
車券
　　大人　５，４００円
　　小児　２，７００円

（イ）発売箇所 京成電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京成線
　　京成電鉄が定める区間を京成スカイライナーで１度に限り片道又は往復乗車することができる。ただ
し、途中下車をすることはできない。

（エ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。京成スカイライナー特急券及び乗
車券については、京成電鉄が定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京成電鉄におけ
る払戻しについては、京成電鉄が定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。京成スカイライナー特急券及び乗
車券については、京成電鉄が定めるところによる。

　　エ　Ｋｅｉｓｅｉ　Ｓｋｙｌｉｎｅｒ　＆　Ｔｏｋｙｏ Ｓｕｂｗａｙ Ｔｉｃｋｅｔ



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線片道乗車券
　　大人　１，２００円
　　小児　　　６００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線片道乗車券
　　大人　１，６００円
　　小児　　　８００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線片道乗車券
　　大人　１，９００円
　　小児　　　９５０円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線往復乗車券
　　大人　１，５００円
　　小児　　　７００円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線往復乗車券
　　大人　１，９００円
　　小児　　　９５０円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京急線往復乗車券
　　大人　２，２００円
　　小児　１，１００円

（イ）発売箇所 京急電鉄が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京急線
　　京急電鉄が定める区間を１度に限り片道又は往復乗車することができる。

（エ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。京急線乗車券については、京急電
鉄が定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京急電鉄におけ
る払戻しについては、京急電鉄が定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。京急線乗車券については、京急電
鉄が定めるところによる。

　　オ　ＷＥＬＣＯＭＥ！Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス成田路線乗車券１回分
　　大人　３，４００円
　　小児　１，７００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス成田路線乗車券２回分
　　大人　５，７００円
　　小児　２，８５０円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス成田路線乗車券２回分
　　大人　６，０００円
　　小児　３，０００円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス羽田路線乗車券１回分
　　大人　１，８００円
　　小児　　　９００円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス羽田路線乗車券２回分
　　大人　３，２００円
　　小児　１，６００円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びリムジンバス羽田路線乗車券２回分
　　大人　３，５００円
　　小児　１，７５０円

（イ）発売箇所 当社定期券発売所及び東京空港交通が定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社及び都営地下鉄
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　東京空港交通路線
　　成田空港又は羽田空港を発着する東京空港交通が定める区間を１回又は２回片道乗車することができ
る。

（エ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。リムジンバス路線乗車券について
は、東京空港交通が定めるところによる。

（オ）払戻し

当社の発売箇所で発売したものであることを証明でき、使用開始前で、かつ、有効期限内に限り、当社の発
売箇所で払戻しの請求をすることができる。この場合、規程第１４５条第１項に準じて手数料を支払うもの
とする。ただし、東京空港交通における払戻しについては、東京空港交通が定めるところによる。なお、交
通局に払戻しを請求することはできない。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。リムジンバス路線乗車券について
は、東京空港交通が定めるところによる。

　　カ　リムジン＆サブウェイパス



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス路線乗車券１回分
　　１，７００円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス路線乗車券１回分
　　２，１００円
ｃ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス路線乗車券１回分
　　２，４００円
ｄ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス路線乗車券２回分
　　２，６００円
ｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス路線乗車券２回分
　　３，０００円
ｆ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　７２－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び京成バス路線乗車券２回分
　　３，３００円

（イ）発売箇所 京成バスが定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　京成バス路線
　　京成バスが定める区間を１回又は２回片道乗車することができる。

（エ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。京成バス路線乗車券については、
京成バスが定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、京成バスにおけ
る払戻しについては、京成バスが定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。京成バス路線乗車券については、
京成バスが定めるところによる。

　　キ　東京シャトル＆サブウェイパス



（ア）発売内容 Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及び小田急箱根高速バス路線１往復分乗車券

（イ）発売額
大人　３，７００円
小児　１，８５０円

（ウ）発売箇所 小田急箱根高速バスが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　小田急箱根高速バス路線
　　小田急箱根高速バスが定める区間を１度に限り往復乗車することができる。

（オ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。小田急箱根高速バス路線乗車券に
ついては、小田急箱根高速バスが定めるところによる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、小田急箱根高速
バスにおける払戻しについては、小田急箱根高速バスが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。小田急箱根高速バス路線乗車券に
ついては、小田急箱根高速バスが定めるところによる。

　　ク　御殿場ハイウェイ＆サブウェイパス



（ア）発売内容
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ（２４－ｈｏｕｒ、４８－ｈｏｕｒ又は７２－ｈｏｕｒ）及びＷ
ＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線乗車券１回分

（イ）発売額 ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

（ウ）発売箇所 ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線
　　ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定める区間を１度に限り片道乗車することができる。

（オ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線
乗車券については、ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

（カ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、ＷＩＬＬＥＲ
ＴＲＡＶＥＬにおける払戻しについては、ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬ路線
乗車券については、ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＶＥＬが定めるところによる。

　　ケ　東京とことんセット券



（ア）発売内容及び発売額

ａ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びジェイアール東海高速バス路線片道乗
車券
　　３，１２０円又は３，２４０円
ｂ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　２４－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びジェイアール東海高速バス路線往復乗
車券
　　５，２４０円

（イ）発売箇所 ジェイアール東海高速バスが定める箇所

（ウ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ジェイアール東海高速バス路線
　　ジェイアール東海高速バスが定める区間を１度に限り片道又は往復乗車することができる。

（オ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。ジェイアール東海高速バス路線乗
車券については、ジェイアール東海高速バスが定めるところによる。

（オ）払戻し
使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、ジェイアール東
海高速バスにおける払戻しについては、ジェイアール東海高速バスが定めるところによる。

（カ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。ジェイアール東海高速バス路線乗
車券については、ジェイアール東海高速バスが定めるところによる。

　　コ　東京満喫きっぷ



（ア）発売内容 Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　４８－ｈｏｕｒ　Ｔｉｃｋｅｔ及びジェイアール四国バス路線乗車券１回分

（イ）発売額 ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（ウ）発売箇所 ジェイアール四国バスが定める箇所

（エ）効力

ａ　当社線及び都営地下鉄線
　　全路線に乗車回数を制限せず乗車することができる。
ｂ　ジェイアール四国バス路線
　　ジェイアール四国バスが定める区間を１度に限り片道乗車することができる。

（オ）有効期間、有効時間及び
有効期限

Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（オ）による。ジェイアール四国バス路線乗車券
については、ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（カ）払戻し
旅客は、使用開始の前後に関わらず、当社及び交通局に払戻しを請求することはできない。ただし、ジェイ
アール四国バスにおける払戻しについては、ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（キ）様式
Ｔｏｋｙｏ　Ｓｕｂｗａｙ　Ｔｉｃｋｅｔについては、ウ（キ）による。ジェイアール四国バス路線乗車券
については、ジェイアール四国バスが定めるところによる。

（３）その他　
　　　別に当社が公示した企画乗車券

　　サ　ドリーム＆東京メトロきっぷ
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