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京阪電気鉄道株式会社 

京阪電車 ＩＣカード約款集 

（平成 26 年 8 月 1 日現在） 
京阪線 IC カード取扱規則（京阪線）･･P.1  ポストペイ運賃事後割引サービス特約（京阪線）・・・P.4  ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）･･P.6 

大津線 IC カード取扱規則（大津線）･･P.11 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、京阪電気鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）線内において IC チップ

を搭載した電子式証票（ICカード）を使用して当社を利用する旅客の運送等について、合理的な

取扱方法を定め、旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。 

 

（用語の意義） 

第２条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

（１）「当社線」とは、当社の経営する鉄道および軌道のうち、京阪線をいいます。 

【京阪線】京阪本線 淀屋橋・三条間、 鴨東線 三条・出町柳間、 

中之島線 天満橋・中之島間、交野線 枚方市・私市間、 

宇治線  中書島・宇治間 

（２）「ICカード」とは、当社が当社線内を乗車券として使用可能であると認めたICカードをいい

ます。 

（３）「記名式ICカード」とは、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報を記録したICカー

ドをいいます。 

（４）「自動改札機」とは、ICカードおよび磁気化した乗車券、スルッとKANSAI システム対応カー

ド等の磁気カードを改札する装置をいいます。 

（５）「SF」とは、予めICカード内に貯えられた電子的金額をいいます。 

（６）「ポストペイ機能」とは、IC カードで当社線を乗車した場合の普通旅客運賃を後払いするこ

とをいいます。 

（７）「プリペイド機能」とは、ICカードで当社線を乗車した場合の普通旅客運賃をSFにて支払う

ことをいいます。 

（８）「IC定期乗車券」（以下「IC定期券」といいます。）とは、ICカードに定期券の券面表示を行

うとともに、定期券情報を記録することにより定期券としての機能を持たせたものをいいます。 

（９）「チャージ」とは、ICカードに入金してSFを積増することをいいます。 

 

（適用範囲） 

第３条 IC カードによる当社線の旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。 

２ この規則が変更された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、変更された規則

の定めるところによります。 

３ この規則に定めのない事項については、旅客営業規則等の定めるところによります。 

４ ICカードによる共通利用が可能な社局線内のうち、当社線以外の運送等については、当該社局

の運送約款等の定めによります。 

５ ICカードのポストペイ機能で当社線を乗車された場合には、この規則によるほか、当社が別に

定める「ポストペイ運賃事後割引サービス特約」が適用されます。 

６ ICOCA 定期券のご利用については、この規則によるほか、当社が別に定める「ICOCA乗車券取扱

規程（京阪線）」が適用されます。 

 

（契約の成立時期および適用規定） 

第４条 IC カードによる旅客との運送契約の成立時期は、入場の際、自動改札機による改札を受け

たときとします。 

２ 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべ

てその契約の成立した時の規定によります。 

 

（規則等の変更） 

第５条 この規則およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。 

 

（旅客の同意） 

第６条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意した

ものとします。 

 

（取扱区間） 

第７条 当社においてICカードが使用できる区間は、当社線及び大津線とします。 

２ 大津線においてICカードが使用できる区間については、当社が別に定めるものによります。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICカード取扱規則（大津線）」をいいます。 

 

（利用の制限または停止） 

第８条 当社は旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、次に掲げるICカー

ドの利用の制限または停止を行います。  

（１）乗車区間、乗車経路、乗車方法、乗車する列車等の制限または停止 

（２）入出場方法または入出場時間等の制限または停止 

２ 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 

３ 本条に基づくIC カードの利用の制限または停止に対し、当社はその責を負いません。 

 

（ICカードの名称、有する機能および発行者名） 

第９条 当社線で使用可能なICカードの名称、有する機能および発行者名は別表第１号に定めます。 

２ 前項にかかわらず別に定めるものについては、当社線で使用することができません。 

（注）別に定めるものとは「ICカード取扱規則（京阪線）に基づく細部取扱方等について」に定め

るものをいいます。 

 

（ICカードの種類と様式） 

第 10条 IC カードには大人用と小児用があります。 

２ 当社線で使用を認めるICカードの様式は当社が別に定めます。 

（注）当社線で使用を認める IC カードの様式は「IC カード取扱規則（京阪線）に基づく細部取扱

方等について」に定めるものをいいます。 

 

（ICカードの発行申込方法等） 

第 11条 当社線で使用可能なICカードの発行申込方法および発行方法は、当該ICカードの発行者

の定めるところによります。 

２ 前項にかかわらず ICOCA 乗車券の発行申込方法等については、当社が別に定めるものによりま

す。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（ICカードの所有権） 

第 12条 ICカードの所有権は特に定めるものを除き、当該ICカードの発行者に帰属します。 

 

（ICカード紛失等の再発行） 

第 13条 ICカードの盗難または紛失等による再発行については、当該ICカードの発行者の定める

ところによります。 

２ ICOCA 乗車券における盗難または紛失等による再発行については、当社が別に定めるものによ

ります。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（使用方法） 

第 14条 ICカードは、当社線内を乗車の目的で、自動改札機による改札を受けて入場し、同一のカー

ドにより自動改札機による改札を受けて出場する場合に、当該乗車区間に有効な片道普通乗車券とし

て使用することができます。 

２ 前項の規定にかかわらず、IC定期券は、券面に表示された通用期間内で券面区間内を乗車の目的で

自動改札機により改札を受けて入場し、同一の IC 定期券により自動改札機による改札を受けて出場

する場合に、定期券として使用できます。 

 

（運賃の収受） 

第 15 条 IC カードを第 14 条の規定により使用する場合、出場時に IC カードから当該乗車区間の

片道普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のICカードにあっては小児の片道普通旅客運

賃を、その他のICカードにあっては大人の片道普通旅客運賃を収受します。 

２ 第１項における片道普通旅客運賃の収受方は、次の各号によります。 

（１）ICカードのポストペイ機能で乗車された場合には、当社が別に定める「ポストペイ運賃事後

割引サービス特約（京阪線）」の規定に基づき計算し、当該 IC カードの発行者または発行者が

業務を委託する者が、旅客に請求します。 

（２）IC カードのプリペイド機能で乗車されたときの片道普通旅客運賃は当該カードの SF から減
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額します。 

３ ICカードによって乗継割引区間を乗車した場合は、当社が別に定めるところにより乗継割引を

行うことがあります。 

（注）乗継割引の適用方については、当社が別に定める「乗継割引の取扱方について」によります。 

４ ICカードで乗車される場合、当該カードのポストペイ機能が有効である場合は、ポストペイ機

能を優先することにしプリペイド機能は使用できないものとします。 

５ ICOCA 定期券の運賃の収受については、当社が別に定めるものによります。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（SFのチャージ） 

第 16 条 旅客は、IC カードを処理する券売機、入金機、のりこし精算機にて IC カードに SF をチ

ャージすることができます。 

２ 前項の場合、ICカードには、１回あたり1,000 円単位の額をチャージすることができます。 

３ 前各項の規定にかかわらず、第 21 条第 1 項第 5 号に該当する場合は、IC カードを処理するの

りこし精算機にて、その不足運賃を10円単位でチャージすることができます。 

４ ICカードのSFの残額は、20,000 円（小児カードも同額）をこえることはできません。 

５ 第 1項および第3項の規定にかかわらず、携帯電話機等を媒体とするICカードについては、一

部の入金機を除き、チャージすることができません。  

 

（SFのオートチャージ） 

第 17条 旅客は、第16条に定めるほか、ポストペイ機能を有するICカードの発行者に予め申し込

むことにより、当社の自動改札機を入出場する際に IC カードの SF 残額が 1,000 円（小児カード

は500円）以下であった場合に2,000円（小児カードは1,000 円）の SFを自動的にチャージ（以

下「オートチャージ」といいます。）することができます。なお、IC カードにオートチャージさ

れた代金の支払方法は、当該ICカードの発行者が定めるところによります。 

 

（効力） 

第 18条 第 14条の規定により使用するICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）当該乗車区間において、片道１回の乗車に限り有効とします。 

（２）入場後は当日に限り有効とします。 

（３）途中下車の取扱いはいたしません。ただし、IC定期券の券面表示の通用期間内に券面表示区

間内で途中下車した場合を除きます。 

 

（利用履歴の確認） 

第 19 条 旅客は、IC カードの利用履歴を当社が別に定める駅で次の各号のとおり確認することが

できます。 

（１）利用履歴の内容は、ICカードを使用して自動改札機により入出場した際の取扱月日、運賃収

受対象区間（一部の取扱いについては取扱箇所）および取扱後のSF残額とします。 

（２）利用履歴の印字は、IC カードに記録されている 近の利用履歴から 大 20 件まで遡ること

ができます。ただし、当該利用履歴には他社局線の利用等、当社線の利用以外の履歴を含みま

す。 

（３）IC カードのポストペイ機能で乗車した履歴は、前号の利用履歴のほか、履歴確認日が属する月

の前月から起算して、過去６カ月以内の利用履歴の明細（以下「利用明細」といいます。）を１

カ月ごとに確認することができます。ただし、利用明細には他社局線の利用等、当社線の利用

以外の履歴を含みます。 

（４）第２号の利用履歴および前号の利用明細の印字様式は、別に定めるところによります。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の場合は利用履歴を確認することができません。 

（１）出場処理がされていない利用履歴 

（２）第 14 条の規定により IC カードを使用する場合で、自動改札機による改札処理が完全に行わ

れなかったときの利用履歴 

（３）履歴確認日が属する月の前月から起算して６カ月を経過した利用履歴のうち前項第３号に定

める利用明細 

（４）IC定期券の券面表示の通用期間内における券面表示区間内での利用履歴 

（５）一部のICカードにおいては26週間を経過した利用履歴 

（６）一部の他社局線の利用履歴 

 

（使用上の制限事項） 

第 20条 記名式 ICカードは記名人以外の旅客が利用することはできません。 

２ １回の乗車につき、２以上のICカードを同時に使用することはできません。 

３ ICカードは、他の乗車券と併用して使用することはできません。 

４ ICカードを使用して入場した場合、当該カード以外の乗車券等で出場することはできません。 

５ 10円未満のSFは運賃に充当することはできません。 

６ 偽造、変造もしくは不正に作成され、または不正に取得されたICカードを使用することはでき

ません。 

 

（入出場の制限） 

第 21条 次の各号の１に該当する場合には、ICカードを使用して入出場することはできません。 

（１）入場時に使用したICカードを出場時に使用しなかった場合で、当該カードにより再び入場し

ようとするとき 

（２）ICカードにより乗車以外の目的により駅に入場し、同一駅から出場しようとするとき 

（３）IC カードの破損、自動改札機の故障または停電等やむを得ない事情により IC カードの改札

処理ができないとき 

（４）IC カードのプリペイド機能を使用して乗車する場合であって、入場時に当該カードの SF 残

額が 10円に満たないとき 

（５）IC カードのプリペイド機能を使用して乗車した場合であって、出場時に当該カードの SF 残

額が減額する運賃相当額に満たないとき 

（６）ICカードの乗車券としての効力に別途有効期限が定められている場合であって、かつその有

効期限を過ぎているとき 

２ 前項第５号の規定により、SF 残額の不足のため出場することができない場合の IC カードは、

第16条の規定によるほか、次の各号いずれかの取扱いをすることにより出場することができます。 

（１）当該 IC カードの SF を減額したうえで、不足運賃を現金または磁気カード等の決済手段によ

り収受した場合 

（２）当該ICカードの発駅情報を消去したうえで、当該乗車区間の運賃を現金または磁気カード等

の決済手段により収受した場合 

 

（ICカードのポストペイ機能の制限または停止） 

第 22 条 当社は、IC カードのポストペイ機能にかかる電子計算機の故障、電子計算機の作動プロ

グラムの異常、通信回線の不良、自動改札機等の駅端末装置の故障および異常等が発生し、ポス

トペイ機能の円滑な提供ができないと判断するときは、ポストペイ機能による当社線の利用を制

限または停止することがあります。 

 

（特定のICカードの制限または停止） 

第 23条 ICカードのポストペイ機能による一定期間の利用が、予め当該ICカードの発行者が定め

る限度額をこえた場合には、当該カードのポストペイ機能により当社線を利用することはできま

せん。 

２ ICカードの有効期限を過ぎて、当該ICカードにより当社線を利用することはできません。 

３ 発行者がその定める規約に基づき、特定のICカードについて使用を制限または停止した場合は、

当該カードにより当社線を利用できないことがあります。 

 

（無効となる場合等） 

第 24条 次の各号の１に該当する場合には、ICカードを無効として回収します。 

（１）旅行開始後のICカードを他人から譲り受けて使用したとき 

（２）係員の承諾を得ないで改札機による改札を受けずに乗車したとき 

（３）その使用条件に基づかず使用したとき 

（４）その他不正乗車の手段として使用したとき 

２ 前項によるほか記名式 IC カードにあっては次の各号の１に該当する場合は無効として回収し

ます。 

（１）記名人以外が使用したとき 

（２）券面表示事項が不明となったICカードを使用したとき 

（３）使用資格、氏名、年齢を偽って購入したICカードを使用したとき 

（４）券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき 

３ 偽造、変造または不正に作成されたICカードを使用した場合、または使用しようとした場合は、

当該カードを無効として回収します。 

４ ICOCA 定期券が無効となる場合等については、当社が別に定めるものによります。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃、増運賃の収受等） 

第 25 条 第 24 条の規定に該当する場合は、旅客の乗車駅からの乗車区間に対する片道普通旅客運

賃とその２倍に相当する額の増運賃とを、あわせて収受します。この場合の片道普通旅客運賃お

よび増運賃は、現金、磁気カード等の決済手段で支払っていただきます。 

２ 前項の規定により、旅客運賃、増運賃を収受する場合において乗車駅が判明しない場合は、旅

客営業規則第117条の規定を準用して計算します。 

３ 前回利用時に乗車履歴が記録されていないICカードの取扱いは、第28条に定めます。 

４ 本条の規定により増運賃を収受する場合、特別の事由があって別段支障がないと認められると
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きは、増運賃の減免等をすることがあります。 

５ ICOCA 定期券における不正使用等に対する旅客運賃、増運賃の収受等については、当社が別に

定めるものによります。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（障害発生時のICカード再発行） 

第 26 条 IC カードの破損等によって、IC カードを処理する機器での取扱いをすることができない

場合の再発行については、当社が別に定めるものを除き、当該ICカードの発行者の定めるところ

によります。 

（注）別に定めるものとは「ICカード取扱規則（京阪線）に基づく細部取扱方等について」または

「ICOCA乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（同一駅で出場する場合の取扱い） 

第 27 条 旅客は、IC カードを使用して入場した後、途中駅で旅行を中止し、旅行開始駅から出場

しようとする場合は、旅行開始駅から途中駅までの実際乗車区間の普通旅客運賃相当額を現金、

磁気カード等の決済手段で支払い、当該カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 

２ 旅客は、ICカードを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、現金、磁気

カード等の決済手段で入場料金相当額を支払い、当該カードの発駅情報の消去処理を受けなけれ

ばなりません。 

３ 第 1 項の取扱いは、ICOCA 定期券の券面表示の通用期間内における券面表示区間内での利用を

除きます。 

 

（前回利用時の乗車履歴が記録されていないIC カードの取扱い） 

第 28条 第 25条第３項に規定する、前回利用時の乗車履歴が記録されていないICカードの取扱い

は、次の各号のとおりとします。 

（１）旅客が有効証明書（様式は当社が別に定めるところによります。）を所持している場合は、そ

の内容を確認のうえ、発駅情報の消去処理を行います。 

（２）旅客が有効証明書（様式は当社が別に定めるところによります。）を所持している場合で、カ

ード内情報により、正当な金額の収受を行っていないと確認した場合は、既に収受した運賃額

と実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃との差額を収受したうえで、当該カードの発駅情報

の消去処理を行います。 

（３）旅客が有効証明書を所持していない場合は、当該カードに記録されている乗車駅から利用可

能な範囲の 遠の駅までの片道普通旅客運賃と増運賃を収受したうえで、発駅情報の消去処理

を行います。 

（４）前号の規定にかかわらず、係員が前回乗車区間を確認することができ、不正乗車でないこと

が明らかな場合は、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃を収受し、増運賃を収受しないで

取扱うことができます。 

（５）第２号から第４号までに定める片道普通旅客運賃および増運賃は、現金、磁気カード等の決

済手段で支払っていただきます。 

２ 前回利用時の乗車履歴が記録されていない ICOCA 定期券の取扱いについては当社が別に定める

ものによります。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

（係員によるSFの減額処理） 

第 29 条 各条文の規定により運賃および料金を収受する場合には、IC カードの発駅情報の消去処

理を行ったうえで、当該カードのSF残額から相当額を減額することができます。 

 

（SFの返金） 

第 30 条 IC カードにチャージされた SF の返金は、当社が別に定めるものを除き、当該 IC カード

の発行者の定めるところによります。 

（注）別に定めるものとは「ICOCA乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

２ 前項にかかわらず、誤ってチャージした場合は、次の各号の条件を全て満たす場合に限り、直

近のチャージのみについて返金することがあります。 

（１）チャージした当日に申し出た場合 

（２）チャージした駅と同一の駅に申し出た場合 

（３）チャージ後に当該ICカードの利用がない場合 

 

（列車運行不能時等の取扱い） 

第 31 条 旅客は、IC カードで旅行開始後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれか

を選択して、請求することができます。 

（１）旅行開始駅までの無賃送還 

乗車時にICカードに記録した発駅情報の消去処理を旅行開始駅で行います。 

（２）旅行開始駅に至る途中駅までの送還 

旅行開始駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額をICカードにより収受します。 

（３）不通区間の別途旅行 

運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、旅行開始

駅から当社線による旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を IC カードにより収受しま

す。 

２ 当社が、不通区間に対して振替輸送等を行う場合の取扱いについては、別に定めるものにより

ます。 

（注）別に定めるものとは「振替輸送取扱規程」をいいます。 

３ ICOCA 定期券における列車運行不能時等の取扱いについては、当社が別に定めるものによりま

す。 

（注）当社が別に定めるものとは「ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

 

別表第１号（第９条関係） 

「当社線で使用可能なICカードの名称、有する機能および発行者名」 

 IC カードの名称 有する機能 ICカード発行者名 

(1) PiTaPaカード 
ポストペイ機能 

プリペイド機能 
株式会社スルッとKANSAI 

(2) ICOCA 乗車券 プリペイド機能 西日本旅客鉄道株式会社 

(3) 
地方公共団体等 

乗車証付IC証票 
プリペイド機能 

株式会社スルッとKANSAI 

地方公共団体等 

(4) 
Kitaca乗車券 

プリペイド機能 北海道旅客鉄道株式会社 
Kitaca定期券 

(5) PASMO プリペイド機能 株式会社パスモ 

(6) 
Suica 乗車券 

プリペイド機能 東日本旅客鉄道株式会社 
Suica 定期券 

(7) 
モノレール Suica 乗車券 

プリペイド機能 東京モノレール株式会社 
モノレール Suica 定期券 

(8) 
りんかい Suica 乗車券 

プリペイド機能 東京臨海高速鉄道株式会社 
りんかい Suica 定期券 

(9) マナカ プリペイド機能 株式会社名古屋交通開発機構 

(10) manaca プリペイド機能 株式会社エムアイシー 

(11) TOICA 乗車券 プリペイド機能 東海旅客鉄道株式会社 

(12) nimocaカード プリペイド機能 株式会社ニモカ 

(13) はやかけん プリペイド機能 福岡市 

(14) SUGOCA プリペイド機能 九州旅客鉄道株式会社 

 

別表第２号（第16条関係） 

「SFのチャージ」額 

取扱機器 １回あたりのチャージ取扱金額 

IC カード対応の券売機、入金機、

のりこし精算機 
大人・小児とも 1,000 円、2,000 円、3,000 円 

 

附 則 この規則は、平成16年  3月 27日より実施します。 

附 則 この規則は、平成16年  5月  1日より実施します。 

附 則 この規則は、平成16年  8月 1日より実施します。 

附 則  この規則は、平成18年  1月 14日より実施します。 

附 則  この規則は、平成18年  1月 21日より実施します。 

附 則  この規則は、平成19年  4 月 1日より実施します。 

附 則 この規則は、平成19年 8月 20 日より実施します。 

附 則 この規則は、平成20年 9月 16 日より実施します。 

附 則 この規則は、平成20年 10月 19日より実施します。 

附 則 この規則は、平成22年  5月  8日より実施します。 

附 則 この規則は、平成23年  6月  1日より実施します。 

附 則 この規則は、平成25年  2月 20日より実施します。 

附 則 この規則は、平成25年  3月 23日より実施します。 

附 則 この規則は、平成26年  4月  1日より実施します。 
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（目的） 

第１条 この特約は、ICカード取扱規則（京阪線）第３条第５項の定めに基づき、ICカードのポス

トペイ機能を使用して当社を乗車された場合の運賃事後割引サービスについて必要な事項を定め

たものです。 

 
（用語の意義） 

第２条 この特約における主な用語の意義および内容は次表のとおりとします。 

用 語 意義および内容 

１ 乗車記録 

自動改札機により正常に入出場情報が記録され、かつ、当社が正

確に把握することができた IC カードのポストペイ機能での乗車

実績をいいます。 

２ 利用月 
月初日から月末日（１日は午前３時から翌朝午前３時までの間と

します。）の１カ月間をいいます。 

３ ポストペイ普通運賃 

IC カードのポストペイ機能で当社線を乗車された都度発生する

未払いの普通旅客運賃「IC カード取扱規則（京阪線）第 15 条第

３項に定める乗継割引が適用された場合は、乗継割引適用後の金

額」をいい、月末日終了時に行なう割引計算の過程において区間

内乗車や区間外乗車に分割、区分された普通旅客運賃を含みます。

４ ポストペイ割引後運賃 

利用月の月末日が終了した時点で、ポストペイ普通運賃を一旦す

べて合計し、第６条に定める計算手順により、その総額を割引い

て確定させた後の未払運賃額をいいます。 

５ 利用回数割引 

同一普通旅客運賃区間の利用回数に応じて、自動的にポストペイ

普通運賃の額を割引いた運賃（利用回数割引運賃）を適用するこ

とをいいます。なお、同一普通旅客運賃区間の利用回数を計算す

る場合は、期間や区間ごとに一時的に設定した普通旅客運賃の額

ではなく、旅客営業規則第42条第１項第１号に定める大人片道普

通旅客運賃の額「IC カード取扱規則（京阪線）第 15 条第３項に

定める乗継割引が適用された場合は、乗継割引適用前の金額」を

基準に集計します。 

〔割引額〕 

 １回目から10回目まで 無割引 

 11 回目以上 当該区間の普通旅客運賃の10％の額 

〔計算方法〕 

 １回につき、上記の割引額を差し引いて計算します。 

〔端数処理〕 

 １回の割引ごとに銭未満の端数を切捨て、同一普通旅客運賃区間

ごとに集計し、それぞれに生じた円未満の端数を切捨てた額の合

計とします。 

６ 区間指定割引 

旅客から事前に登録があった区間内のポストペイ普通運賃の積算

額が一定額（一定額とは、別表１～４に定める区間指定割引運賃

をいい、一般大人・一般小児・学生大人・学生小児の４種類があ

ります。適用される区間指定割引運賃の種類は、事前の登録の内

容によって異なります。）以上になった場合に適用する割引をいい

ます。区間指定割引運賃（学生大人）および区間指定割引運賃（学

生小児）については、旅客営業規則第27条に規定する指定学校の

学生・生徒・児童・幼児が通学区間（旅客の居住地もより駅と在

籍指定学校もより駅相互間）内を乗車する場合に限って適用する

ものとします。区間指定割引運賃は、特段の事由がない限り、月

途中で変更することはありません。 

７ 区間指定登録 

区間指定割引の適用を受けるため、予め頻繁に利用する駅間を月

単位で登録しておくことをいいます。区間指定登録は、ICカード

１枚につき１つ登録することができます。ただし、ポストペイ機

能がないICカードは登録することができません。 

８ 区間指定登録 

（一般大人） 

旅客営業規則第 39 条第１項に規定する大人旅客を対象にした区

間指定登録です。旅客が希望する任意の区間を登録することがで

きます。 

９ 区間指定登録 

（一般小児） 

旅客営業規則第 39 条第１項に規定する小児旅客を対象にした区

間指定登録です。旅客が希望する任意の区間を登録することがで

きます。 

10 区間指定登録 

（学生大人） 

旅客営業規則第39条第１項に規定する大人旅客であって、旅客営

業規則第27条に規定する条件（通学定期券の発売条件）を満たし

ている場合に限り登録できる区間指定登録です。登録できる区間

は旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅相互間に限りま

す。 

11 区間指定登録 

（学生小児） 

旅客営業規則第39条第１項に規定する小児旅客であって、旅客営

業規則第27条に規定する条件（通学定期券の発売条件）を満たし

ている場合に限り登録できる区間指定登録です。登録できる区間

は旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅相互間に限りま

す。 

２ その他の用語については、ICカード取扱規則（京阪線）および旅客営業規則等の定めによります。 

 

（運賃の支払義務） 

第３条 旅客がICカードのポストペイ機能で乗車された場合、個別の運送契約が終了した都度、乗車区間

の普通旅客運賃を支払う義務を負うことになります。 

 

（ポストペイ割引後運賃の立替払いおよび決済） 

第４条 旅客は、ICカードのポストペイ機能で乗車した場合、当該ICカードの発行者が当社にポストペイ

割引後運賃を立替払いすることを予め異議なく承諾するものとします。当該ポストペイ割引後運賃は、

当該ICカードの発行者が定める方法で決済されます。 

 

（ポストペイ普通運賃の割引） 

第５条 当社は、利用月に生じたポストペイ普通運賃を一旦すべて合計したうえで、毎月月末日の終了時

に、第６条に定める割引計算を行ない、利用月毎にポストペイ割引後運賃を確定します。 

２ 前項の計算は、同一人の利用であっても、ICカードごとに別々に行ないます。ただし、ICカード取扱

規則（京阪線）第13条の規定に基づきICカードを再発行した場合は、この限りではありません。 

 

（ポストペイ割引後運賃の計算手順） 

第６条 ポストペイ運賃の割引計算手順は、次の各項に定めるとおりに行ないます。 

２ ポストペイ割引後運賃は、利用回数割引を自動的に適用して計算した額（以下「基本運賃」といいま

す。）とします。 

３ 前項の定めにかかわらず、旅客から区間指定登録の申込みがあり、かつ、当該区間指定登録が月末日

終了時点で有効である場合に限り、次の各号の割引計算を行ないます。 

（１）利用月の個々の乗車記録を区間内乗車と区間外乗車とに分割し区分します。分割、区分の方法につ

いては第７条に定めます。 

（２）区間内乗車に区分されたポストペイ普通運賃の合計額を、旅客が登録した区間指定登録の種類（一

般大人、一般小児、学生大人、学生小児）に応じて別表１～４に定める区間指定割引運賃の額に割引

きます。ただし、区間内乗車に区分されたポストペイ普通運賃の合計額が、当該区間指定割引運賃の

額に達していない場合は、区間指定割引運賃の額と同額の利用があったものとして計算します。 

（３）区間外乗車に区分されたポストペイ普通運賃の合計額は、利用回数割引を自動的に適用して計算し

ます。 

（４）第２号と第３号で計算した額を合算した額をポストペイ割引後運賃とします。ただし、本条第２項

で計算した基本運賃のほうが低額となる場合は、本条第２項で計算した額をポストペイ割引後運賃と

します。 

 

（乗車記録を区間内乗車と区間外乗車とに分割、区分する方法） 

第７条 個々の乗車記録を区間内乗車と区間外乗車とに分割、区分する方法は次の各号のとおりです。 

（１）区間指定登録内の駅間で乗降された乗車記録は、区間内乗車とします。 

（２）区間指定登録外の駅から乗車し、区間指定登録内の駅で降車された乗車記録は、区間指定登録外と

区間指定登録内の境界となる駅（以下「第１境界駅」といいます。）で普通旅客運賃の計算を打ち切っ

て二分割し、実際乗車駅から第１境界駅までを区間外乗車とし、第１境界駅から実際降車駅までを区

間内乗車とします。ただし、乗継割引が適用された場合であって、実際乗車駅から実際降車駅までの

乗継割引適用後の金額が、実際乗車駅から第１境界駅までの普通旅客運賃と比べて低額なときは、実

際乗車駅から実際降車駅までを区間外乗車とします。 

（３）区間指定登録内の駅から乗車し、区間指定登録外の駅で降車された乗車記録は、区間指定登録内と

区間指定登録外の境界となる駅（以下「第２境界駅」といいます。）で普通旅客運賃の計算を打ち切っ

て二分割し、実際乗車駅から第２境界駅までを区間内乗車とし、第２境界駅から実際降車駅までを区

間外乗車とします。ただし、乗継割引が適用された場合であって、実際乗車駅から実際降車駅までの

乗継割引適用後の金額が、第２境界駅から実際降車駅までの普通旅客運賃と比べて低額なときは、実

際乗車駅から実際降車駅までを区間外乗車とします。 

（４）区間指定登録外の駅から乗車し、区間指定登録外の駅で降車された乗車記録は、区間外乗車としま

す。ただし、区間指定登録された駅間を跨って乗降された乗車記録であって、第１境界駅および第２

境界駅で普通旅客運賃の計算を打ち切って三分割した場合に、実際乗車駅から第１境界駅までの普通

旅客運賃と第２境界駅から実際降車駅までの普通旅客運賃の合計額が分割前の実際乗車駅と実際降車

駅までの普通旅客運賃（ただし、分割前の実際乗車駅から実際降車駅までの普通旅客運賃に対して乗

継割引が適用された場合にあっては、乗継割引適用後の金額）と比べて同額または低額なときは、第

１境界駅から第２境界駅までを区間内乗車とし、実際乗車駅から第１境界駅までと第２境界駅から実

際降車駅までのそれぞれを区間外乗車とします。 

 

（区間指定登録の申込受付方法） 

第８条 区間指定登録の申込みは、IC カードの記名人ご本人の申し出により、当社が別に定める駅にて当

社所定の方法で受付けます。 

２ 区間指定登録は、区間指定登録（学生大人）および区間指定登録（学生小児）を除いて、当社が受付

業務を委託した株式会社スルッとKANSAIが運営するインターネットのURLでも申込むことができます。 

 

（区間指定登録の申込期間） 

第９条 区間指定登録の申込みは、旅客が希望する月の前月１日から当月の 15 日までの間に受付けます。

既に申込みのあった区間指定登録を変更する場合も同じです。 

 

（区間指定登録の有効期間） 

第10条 区間指定登録の有効期間は、登録資格に制限があるものを除いて無期限とします。 

２ 区間指定登録は旅客の希望により１カ月単位で行なうこともできます。 

ポストペイ運賃事後割引サービス特約（京阪線） 
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３ 区間指定登録（一般小児）については、 長でも 12 歳に達する日の属する年の翌年の３月（ただし、

12歳に達する日が１月、２月、３月の場合にあっては、その年の３月）まで有効とします。 

４ 区間指定登録（学生大人）および区間指定登録（学生小児）については、 長でも区間指定登録が開

始となった月の属する年の翌年の３月（ただし、区間指定登録が開始となった月が１月、２月、３月の

場合にあっては、その年の３月）まで有効とします。 

 

（運賃事後割引サービスの制限または停止） 

第11条 当社は、次の各号の事項に該当する場合には、本特約に定めるサービスを制限または停止するこ

とがあります。 

（１）電子計算機の故障および電子計算機作動プログラムの異常が発生したとき 

（２）通信回線が不良になったとき 

（３）前各号のほか、本特約に定めるサービスを通常どおりに提供できないと当社が判断したとき 

 

（免責） 

第12条 旅客は、当社が前条に定める制限または停止を実施した場合で、予定していた運賃事後割引を受

けることができない場合が生じることおよび当社がその責めを負わないことを予め異議なく承諾します。 

 

（特約の変更） 

第13条 当社は、この特約を予告なしに変更することがあり、この場合、この特約に定める各事項は変更

後の特約の定めによります。ただし、ポストペイ割引後運賃の計算方法その他運送条件に関する事項に

ついて変更するときは、当社施設内において掲示する等の方法により旅客に対し公告したうえで行ない

ます。 

 

附 則 この特約は、平成16年 5月 1日より実施します。 

附 則 この特約は、平成16年 8月 1日より実施します。 

附 則 この特約は、平成17年 3月23日より実施します。 

附 則 この特約は、平成18年 1月21日より実施します。 

附 則 この特約は、平成19年 4月 1日より実施します。 

附 則 この特約は、平成20年10月19日より実施します。 
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平成23年 16月 11日制定 

平成 24年 12月 11日改正 

平成 26年 14月 11日改正 

平成 26年 8月 1日改正 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は IC カード取扱規則（京阪線）に規定された IC カードのうち、ICOCA 乗車券に

より当社を利用される場合の必要な事項を定めたものです。 

 

（適用範囲） 

第２条 ICOCA 乗車券の取扱いについては、IC カード取扱規則（京阪線）（以下「IC 規則」といい

ます。）のほか、この規程によるものとします。 

２ この規程が変更された場合、以後の ICOCA 乗車券による旅客の取扱い等については、変更され

た規程の定めるところによります。 

３ この規程に定められていない事項については、旅客及び荷物営業規則（以下「規則」といいま

す。）および別に定めるものによります。 

（注）別に定めるものとは次のものをいいます。 

 （１）法令によるもの 

   ア 鉄道営業法 

   イ 鉄道運輸規程および軌道運輸規程 

（２）当社が定めるもののうちで主なもの 

   ア 旅客及び荷物営業取扱細則 

   イ 旅客取扱関係規程類集に定める規程類 

 （３）西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR西」といいます。）が定めるもの 

     IC カード乗車券取扱約款 

 

（用語の意義） 

第３条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

（１）「ICOCA乗車券」とは、JR西が発行し、JR西または当社等が発売するICカードを媒体とした

乗車券のことをいいます。 

（２）「ICOCA」とは、大人のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する無記名式の ICOCA 乗車

券をいいます。 

（３）「小児用 ICOCA」とは、小児のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する記名式の ICOCA

乗車券をいいます。 

（４）「ICOCA 定期券」とは、ICOCA または小児用 ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券

の情報を記録したもので定期券の機能のみ、または定期券の機能とプリペイド機能を搭載する

ICOCA 乗車券をいいます。 

（５）「スマートICOCA」とは、JR西が定めるスマートICOCA会員規約に同意した会員に対して発行

されるプリペイド機能のみを搭載する記名式のICOCA 乗車券のことをいいます。 

（６）「スマートICOCA定期券」とは、スマートICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の

情報を記録したもので定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA 乗車券をいいます。 

（７）「KIPS ICOCA」とは、近畿日本鉄道株式会社（以下「近鉄」といいます。）が定めるKIPS ポイ

ントサービス規約に同意した会員に対して発行されるプリペイド機能のみを搭載する記名式の

ICOCA 乗車券のことをいいます。 

（８）「KIPS ICOCA 定期券」とは、KIPS ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を

記録したもので定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA乗車券をいいます。  

（９）「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 

 

（ICOCA乗車券の種類） 

第４条 当社線において利用可能なICOCA乗車券の種類は別に定めます。 

（注）別に定めるものとは「ICカード取扱規則（京阪線）に基づく細部取扱方等について」をいい

ます。 

 

（ICOCA乗車券の発売） 

第５条 当社線で発売するICOCA 乗車券の種類は次のとおりとします。 

（１）ICOCA 

（２）小児用ICOCA 

（３）ICOCA定期券（大人用および小児用） 

２ 前項第３号のICOCA 定期券の発売範囲は別表１に定めます。 

３ 第１項のICOCA乗車券の発売箇所は別表２に定めます。 

 

（契約の成立時期および適用規定） 

第６条 IC 規則第４条にかかわらず ICOCA 乗車券による契約の成立時期は、ICOCA 乗車券を購入し

たときとします。 

２ 個別の運送契約の時期はIC規則第４条に定めるとおりとします。ただし、ICOCA 定期券に搭載

した定期券部分を除きます。 

 

（規程等の変更） 

第７条 この規程およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。 

 

（旅客の同意） 

第８条 旅客は、この規程およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意した

ものとします。 

 

（ICOCA乗車券に使用するICカードの所有権） 

第９条 ICOCA 乗車券に使用するICカードの所有権はカード発行者であるJR西に帰属します。 

２ 旅客は ICOCA 乗車券が不要となったときおよび当該 ICOCA 乗車券を使用する資格を失ったとき

は、ICカードを当社または発行者に返却しなければなりません。 

３ 当社またはJR西の都合により、予告なく貸与したICカードを交換する場合があります。 

 

（デポジット） 

第 10 条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社は IC カードを発行者にかわり旅客に貸与するこ

とができます。この場合、デポジットとしてICカード１枚につき 500 円を旅客から収受します。 

２ 前項のデポジットはIC規則第24条の規定および第29条により当該ICOCA乗車券を回収した場

合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却します。 

３ デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。 

 

（SFのチャージ） 

第 11条 旅客は、IC規則第 16条の規定によりICOCA乗車券にSFをチャージすることができます。

ただし、第３条第１項第４号に定める、定期券機能のみを搭載する ICOCA 定期券（身体障害者旅

客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用して発売する定期券）にあってはこの限りでは

ありません。 

 

（ICOCA乗車券の失効） 

第 12 条 カードの交換、SF の使用、SF のチャージまたは ICOCA 定期券に搭載した定期券の更新の

いずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行なわれない場合

で、当社が特に定めた場合にはICOCA乗車券を失効させることがあります。 

２ 前項により失効したICOCA 乗車券のSFおよびデポジットの返却を請求することはできません。 

３ 前各項の規定にかかわらず、当社が特に認める場合には、ICOCA 乗車券を失効させずに継続使

用を認める場合があります。 

 

（使用上の制限事項） 

第 13 条 ICOCA 乗車券の使用にあたっての制限事項についてはIC規則第 20条の規定によります。 

２ 前項にかかわらず第３条第１項第４号に定める、定期券機能のみを有する ICOCA 定期券（身体

障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用して発売する定期券）にあっては、定

期券の券面表示区間外を乗車するときにおいては、他の乗車券と併用することができます。 

 

 

第２章 ICOCA および小児用ICOCA 

 

（発売額） 

第 14条 ICOCA および小児用ICOCA の発売額は2,000 円とし、その発売額にはデポジット500円を

含むものとします。 

 

（小児用ICOCAの発売方法） 

第 15条 第５条のICOCA 乗車券のうち、小児用ICOCA は当該旅客が12歳となる年度の３月31日ま

での間使用することができるICカードにより発売します。 

２ 旅客は、小児用 ICOCA の発売に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を別表

３に定める「こども ICOCA 購入申込書」に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示によりこ

どもICOCA 購入申込書に記載した氏名、生年月日および性別を証明しなければなりません。 

３ 旅客は小児用 ICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該小児用 ICOCA を当社

ICOCA 乗車券取扱規程（京阪線） 
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が別に定める駅窓口に差し出して氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別表５

に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用 ICOCA の記名人本人または

代理人であることを証明しなければなりません。 

 

（小児用ICOCAの再印字および再交付） 

第 16条 小児用 ICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができません。 

２ 券面表示事項が不明となった小児用 ICOCA は、これを当社が別に定める駅窓口において、券面

表示事項の再印字を請求することができます。 

３ 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当該小児用

ICOCA と引換に再交付の取扱いを行います。 

 

（小児用ICOCAの紛失再発行） 

第 17条 小児用 ICOCA を記名人が紛失した場合で、別表４に定める申込書を当社が別に定める駅窓

口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失した小児用 ICOCA に対して再発

行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日の窓口営業時間

から14日以内に再発行を行います。 

（１）再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を

請求する旅客が当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。 

（３）再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。 

（４）再発行を行う前に、小児用 ICOCA の処理を行う機器に対して当該小児用 ICOCA の使用停止措

置が完了していること。 

２ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用 ICOCA１枚につき紛失再発行手数

料510円とデポジット500円を現金で収受します。 

３ 当該小児用ICOCAの再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできません。 

４ 第１項および第２項の取扱いを行った後に、紛失した小児用 ICOCA を発見した場合、旅客は、

これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。こ

の場合、旅客は紛失した小児用 ICOCA とともに別表５に定める申込書を提出し、かつ公的証明書

等の提示により、記名人本人または代理人であることを証明しなければなりません。 

  

（免責事項） 

第 18条 前条により紛失した小児用ICOCAの使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用ICOCA

の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。 

 

（障害再発行） 

第 19条 ICOCA または小児用ICOCAの破損等によってICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが

不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表４に定める申込

書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA

または当該小児用 ICOCA の再発行を行います。この場合、当該 ICOCA または当該小児用 ICOCA に

対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日の窓

口営業時間から14日以内に再発行を行います。 

（１）裏面に刻印したカード番号が判別できること。 

（２）再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA または当該小児用ICOCA を提出できること。 

２ 前項により取扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しません。 

 

（払いもどし） 

第 20条 旅客は、ICOCA または小児用ICOCAが不要となった場合、これを当社が別に定める駅窓口

に差し出したときに、当該カードの SF 残額（10 円未満のは
．
数を切り上げ、10 円単位とした額と

します。）の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料としてICOCAまたは小児用

ICOCA１枚につき 220 円を支払うものとします。ただし、小児用 ICOCA を所持する旅客が 12 歳と

なる年度の３月 31 日を超え、小児用 ICOCA を使用することができなくなったことにより、SF 残

額の払いもどしをする場合は、手数料を収受しません。 

２ 小児用 ICOCA にあっては、次の各号の条件を満たす場合に限り、払いもどしを行います。 

（１）旅客が別表５に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用 ICOCA

の記名人本人であること、または代理人であることを証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。 

３ 前各項の規定によりICOCA または小児用ICOCA を払いもどす場合であって、当該カードのSF残

額が 220円に満たない場合は、当該SF残額を手数料として収受し、不足額については請求しませ

ん。 

４ 前項の場合であってSF残額がない場合は、手数料を収受しないで取扱います。 

５ 前各項の規定により払いもどしをする場合は、デポジットを返却します。 

 

（ICOCA定期券への変更） 

第 21 条 旅客は定期券機能が必要となった場合は、当該 ICOCA または当該小児用 ICOCA の SF 残額

およびデポジットを引き継いで ICOCA 定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、

記念 ICOCA（JR 西が発売する特別デザインの ICOCA または小児用 ICOCA）にあっては、この申し

出をすることができません。 

２ 前項の申し出があったときは第22条の規定に準じて当該ICOCAまたは当該小児用ICOCAに定期

券の機能を搭載することにより、ICOCA定期券に変更します。 

３ 旅客は ICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日、性別およびその他の事項を規則第

26 条に定める定期券購入申込書（以下「定期券購入申込書」といいます。）に記入して提出しな

ければなりません。 

 

第３章 ICOCA 定期券 

 

（ICOCA定期券の発売方法） 

第 22 条 旅客から ICOCA 定期券購入の申し出があった場合、規則第 26 条に定める通勤定期券また

は同第27条に定める通学定期券（旅客及び荷物営業取扱細則（以下「細則」といいます。）第27

条の８に定める実習用通学定期券を除きます。）を搭載したICOCA 定期券を発売します。なお、小

児用の ICOCA 定期券購入の申し出があったときは、当該小児が 12 歳となる年度の３月 31 日まで

の間使用することができるICカードにより、ICOCA定期券（小児用）を発売します。 

２ 旅客は ICOCA 定期券の発売に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を定期券

購入申込書に記載して提出しなければなりません。また、購入する定期券が小児用である場合は、

定期券購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により定期券購入申込書に記載した氏名、

生年月日、性別を証明しなければなりません。 

３ 旅客は ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該 ICOCA 定期券を当社

が別に定める駅窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別表

５に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該 ICOCA 定期券の記名人本人

（ICOCA 定期券（小児用）にあっては、記名人本人または代理人）であることを証明しなければ

なりません。 

４ 第１項の規定により、通学定期券を搭載した ICOCA 定期券を発売する場合、第２項の提出書類

の他、規則第27条に定める通学証明書を提出しなければなりません。 

 

（継続発売等の取扱方） 

第 23条 ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、定期券の継続発売を行う場合または券面表示の通

用期間満了後に新規に定期券の発売を行う場合は、旅客が所持する原 ICOCA 定期券を用いて発売

します。 

２ 前項の継続発売する原 ICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確

認できる場合に限ります。 

３ 第１項の取扱いをする場合、第22条第２項の定めにかかわらずICOCA 定期券（小児用）にあっ

ては公的証明書等の提示を省略することができます。 

 

（種類または区間の変更の申し出があった場合の取扱方） 

第24条 旅客からICOCA定期券に表示された定期券の種類または区間の変更の申し出があった場合

には、第34条第１項の条件を満たす場合に限り、細則第26条の２の規定を準用して変更前のICOCA

定期券を払いもどして、変更後の ICOCA 定期券を発売します。この場合、払いもどしする ICOCA

定期券１枚につき220円の手数料を収受します。 

２ 前項の取扱いを行う場合であって、変更後の定期券をICカードを媒体としない定期券（以下「磁

気定期券等」といいます。）により発売する場合、原ICOCA 定期券については旅客の選択により次

のいずれかの取扱いを行います。 

（１）原ICOCA 定期券を不要とする場合は、細則第26条の２の規定を準用した定期旅客運賃の払い

もどしおよび SF 残額（10 円未満のは
．
数を切り上げ 10 円単位とした額とします。）を払いもど

します。ただし、払いもどしの対象となる計算額（手数料を差し引く前の金額のことをいいま

す。）が220円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求し

ません。 

（２）原ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、細則第26条の２の規定を

準用した定期旅客運賃の払いもどしおよびSF残額とデポジットを引き継いだICOCAまたは小児

用 ICOCA への変更を請求することができます。ただし、払いもどしの対象となる計算額（手数

料を差し引く前の金額のことをいいます。）のうち SF 残額を除いた金額が 220 円に満たない場

合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。 

３ 前項第１号の払いもどしをする場合、デポジットを返却します。 

４ 磁気定期券等の種類又は区間を変更し、新たに ICOCA 定期券により変更した定期券を購入する

場合、原磁気定期券等については細則第 26 条の２の規定によって取扱い、第 22 条により ICOCA

定期券を発売します。 

５ 第１項および第２項の種類または区間の変更を行うことのできる ICOCA 定期券は当社で発売さ

れていることが、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。 
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（発行替えの取扱方） 

第 25 条 磁気定期券等を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内（通用期間前を含む）に、

同一の種類、区間および経路の ICOCA 定期券への変更の申し出があった場合には、デポジットを

収受のうえ、当該磁気定期券等と引換えに発行替えの取扱いを行うことができます。 

２ 前項の取扱いを行う場合であって、旅客がすでに所持する券面表示の通用期間満了後の ICOCA

定期券を提出したときは、原 ICOCA 定期券を使用して、当該磁気定期券等を ICOCA 定期券に発行

替えすることができます。この場合には、デポジットを収受しません。 

３ 第１項の取扱いを行う場合であって、旅客がすでに所持する ICOCA または小児用 ICOCA を提出

したときは、第21条第１項の取扱いを準用してICOCA または小児用ICOCA を ICOCA 定期券に変更

し、当該磁気定期券等を ICOCA 定期券に発行替えすることができます。この場合には、デポジッ

トは収受しません。 

４ ICOCA 定期券を所持する旅客から、磁気定期券等への発行替えの申し出があった場合は、事情

やむをえないときに限り、磁気定期券等への発行替えの取扱いを行うことができます。この場合、

第34条第１項の規定を準用したうえで、原ICOCA 定期券について旅客の選択により次のいずれか

の取扱いを行います。 

（１）磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA 定期券が不要となった場合は、SF残額（10円未

満のは
．
数を切り上げ、10 円単位とした額とします。）の払いもどしの取扱いを行います。ただ

し、払いもどしの対象となる計算額（手数料を差し引く前の金額をいいます。）が手数料額であ

る 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しませ

ん。 

（２）磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、

SF残額とデポジットを引き継いだ ICOCA または小児用 ICOCA への変更を行うことができます。 

５ 前項第１号の規定により払いもどしを行う場合、デポジットを返却します。 

６ 第４項の発行替えを行うことができる ICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社の

システム等で確認できる場合に限ります。 

 

（運賃の収受） 

第 26条 ICOCA 定期券の券面表示の通用期間内であって、かつ券面表示区間外を乗車する場合、当

該乗車区間は、規則第 108 条に定める別途乗車として取扱い、別途乗車区間について普通旅客運

賃相当額を収受します。この場合、ICOCA 定期券（小児用）にあっては小児の片道普通旅客運賃

を、その他のICOCA定期券については大人の片道普通旅客運賃を収受します。 

２ 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、もっとも低廉となる経路に基

づき計算します。 

３ 第１項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、IC 規則第 15 条の規定を

準用することがあります。 

４ ICOCA 定期券を券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の満了日の翌日以降に使用す

る場合はIC規則第 15条の規定を準用します。 

 

（再印字および再交付） 

第 27 条 ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。 

２ 券面表示事項が不明となった ICOCA 定期券は、これを当社が別に定める駅窓口において、券面

表示事項の再印字を請求することができます。 

３ 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当該 ICOCA

定期券と引換に再交付の取扱いを行います。 

４ 第２項の再印字および前項の再交付を行うことのできる ICOCA 定期券は、当社で発売されてい

ることが、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。 

 

（効力） 

第 28条 ICOCA 定期券は、記名人のみが使用することができます。 

２ IC 規則第 16 条の規定により SF をチャージした ICOCA 定期券にあっては、ICOCA 定期券の券面

表示区間外または券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の満了日の翌日以降であって

も、IC規則第 18条の規定を準用して乗車することができます。 

 

（無効となる場合等） 

第 29条 ICOCA 定期券は、次の各号の１に該当する場合は無効として回収します。この場合のデポ

ジットについては返却しません。 

（１）係員の承諾を得ないで自動改札機等による改札を受けずに乗車したとき 

（２）記名人以外の者が使用したとき 

（３）券面表示事項が不明となったICOCA定期券を使用したとき 

（４）使用資格、氏名、年齢、区間または通学の事実を偽って購入した ICOCA 定期券を使用したと

き 

（５）券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき 

（６）ICOCA 定期券に通学定期券を搭載している場合であって、旅客がその使用資格を失った後に

使用したとき 

（７）ICOCA定期券に通学定期券を搭載している場合であって、旅客が規則第76条の規定による証

明書を携帯していないとき 

（８）その他不正乗車の手段として使用したとき 

２ 偽造、変造または不正に作成された ICOCA 定期券を使用した場合、または使用しようとした場

合は、前項の規定を準用します。 

 

（不正乗車等に対する旅客運賃および増運賃の収受等） 

第 30条 前条第１項の規定によりICOCA定期券を無効として回収したとき（同条第２項において準

用する場合を含む。）は、当該旅客から次の各項に定める普通旅客運賃とその2倍に相当する額の

増運賃をあわせて収受します。 

２ 前条第１項第１号に該当するときは、不正を発見したときの実際乗車区間の普通旅客運賃。 

３ 前条第１項第２号から第８号の各号の１に該当するときは、規則第116条の規定を準用します。 

４ 前条第２項により無効として回収した場合であって ICOCA 定期券に記録されたデータの変造、

偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示事項とみなし規則第 116 条の規定を準用

して取扱うことがあります。 

５ 前各項の規定により増運賃を収受する場合、特段の事由があって別段支障がないと当社が認め

たときは、増運賃の減免等を行うことがあります。 

 

（紛失再発行） 

第 31条 ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、別表４に定める申込書を当社が別に定める駅窓

口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したICOCA 定期券（SF残額があ

る場合は当該 SF を含みます。）に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発

行登録票を発行し、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。 

（１）再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を

請求する旅客が当該 ICOCA 定期券の記名人本人（ICOCA 定期券（小児用）の場合は記名人本人

または代理人）であることを証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。 

（３）再発行を行う場合は、紛失した ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステ

ム等で確認できること。 

（４）再発行を行う前に、ICOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該 ICOCA 定期券の使用停止措

置が完了していること。 

（５）再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。 

２ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する ICOCA 定期券１枚につき紛失再発行手数

料510円とデポジット500円を現金で収受します。 

３ 当該 ICOCA定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできません。 

４ 第１項および第２項の取扱いを行った後に、紛失した ICOCA 定期券を発見した場合、旅客は、

これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。こ

の場合、旅客は紛失した ICOCA 定期券とともに別表５に定める申込書を提出し、かつ公的証明書

等の提示により、記名人本人（ICOCA 定期券（小児用）の場合は記名人本人または代理人）であ

ることを証明しなければなりません。 

 

（免責事項） 

第32条 前条により紛失したICOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICOCA定期券

の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。 

 

（障害再発行） 

第 33条 ICOCA定期券の破損等によってICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった

とき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表４に定める申込書を当社が別

に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該 ICOCA 定期券に対

して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票（定期券の通用期間前およ

び通用期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証）を発行し、その翌日の窓口営業時間から14日

以内に再発行を行います。 

（１）裏面に刻印したカード番号が判別できること。 

（２）再発行を行う場合は、当該 ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等

で確認できること。 

（３）再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できること。 

２ 前項により取扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しません。 

 

（払いもどし） 

第 34条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、または定期券機能のみが不要となった場合は、
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これを当社が別に定める駅窓口に差し出したときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払い

もどしを請求することができます。 

（１）旅客が別表５に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該 ICOCA 定期券

の記名人本人（ICOCA 定期券（小児用）にあっては、記名人本人または代理人）であることを

証明できること。 

（２）記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。 

（３）払いもどしをする ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認で

きること。 

２ ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号により ICOCA 定期券１枚につき 220 円の手数料を

収受して払いもどしを行います。 

（１）券面表示の通用期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運

賃およびSF残額（10円未満のは
．
数を切り上げ、10円単位とした額とします。）を払いもどしま

す。 

（２）券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払っ

た定期旅客運賃から規則第 126 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引い

た残額およびSF残額（10円未満のは
．
数を切り上げ、10円単位とした額とします。）を払いもど

します。ただし、払いもどしの対象となる計算額（手数料を差し引く前の金額をいいます。）が

220円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。 

（３）券面表示の通用期間の満了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合は SF 残額（10 円

未満のは
．
数を切り上げ、10 円単位とした額とします。）を払いもどします。ただし、払いもど

しの対象となる計算額（手数料を差し引く前の金額をいいます。）が 220 円に満たない場合は、

当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しません。 

３ 前項の規定により払いもどしを行う場合は、デポジットを返却します。 

４ ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号により ICOCA 定期券

１枚につき220円の手数料を収受して、定期旅客運賃の払いもどしおよびSF残額とデポジットを

引き継いだICOCA または小児用ICOCAへの変更を請求することができます。 

（１）券面表示の通用期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運

賃を払いもどします。 

（２）券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払っ

た定期旅客運賃から規則第 126 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引い

た残額を払いもどします。ただし、払いもどしの対象となる計算額（手数料を差し引く前の金

額のことをいいます。）のうち SF 残額を除いた金額が 220 円に満たない場合は、当該計算額を

手数料として収受し、不足額については請求しません。 

５ 前項の払いもどしを行う場合であって、券面表示の通用期間の満了日以降に払いもどしの請求

があった場合、手数料を収受しないで取扱います。 

６ SF のみの払いもどしを請求することはできません。ただし、ICOCA 定期券（小児用）を所持す

る旅客が 12 歳となる年度の３月 31 日を超え、ICOCA 定期券（小児用）を使用することができな

くなった場合は、SF残額（10円未満のは
．
数を切り上げ、10円単位とした額とします。）およびデ

ポジットのみの払いもどしを請求することができます。この場合において手数料は収受しません。 

 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第 35条 旅客は ICOCA 定期券で入場した後、途中駅で旅行を中止し、旅行開始駅から出場しようと

する場合は、旅行開始駅から途中駅までの実際乗車区間（券面表示の通用期間内の場合は券面表

示区間を除きます。）の普通旅客運賃を現金、磁気カード等の他の決済手段で支払い、当該 IC カ

ードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 

２ 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の通用期間開始日前もしくは通用期間の満了

日の翌日以降において、ICOCA 定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、IC

規則第 27条第２項に準じて取扱います。 

 

（前回利用時の乗車履歴がないICOCA定期券の取扱方） 

第 36条 IC規則第28条第２項に定める、前回利用時の乗車履歴が記録されていないICOCA 定期券

の取扱いは次の各号のとおりとします。 

（１）旅客が有効証明書（様式は当社が別に定めるところによります。）を所持している場合は、そ

の内容を確認のうえ、発駅情報の消去処理を行います。この場合において ICOCA 定期券に記録

されているカード内情報により、正当な金額の収受を行っていないと確認した場合は、既に収

受した運賃額と、実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃相当額（実際乗車区間に有効な定期

券区間が存在する場合は第26条に規定した運賃）との差額を収受します。 

（２）旅客が有効証明書を所持していない場合は、ICOCA 定期券のカード内情報に記録された発駅

から利用可能な範囲の 遠の駅までの片道普通旅客運賃と第 30 条第１項に規定する増運賃を

収受して発駅情報の消去処理を行います。 

（３）前号の規定にかかわらず係員が前回乗車区間を確認することができ、不正乗車でないことが

明らかな場合は、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃相当額（実際乗車区間に有効な定期

券区間が存在する場合は第26条に規定した運賃）を収受し、増運賃を収受しないで取扱うこと

があります。 

（４）前各号に定める片道普通旅客運賃および増運賃は、現金、磁気カード等の決済手段により支

払っていただきます。 

 

（係員によるSFの減額処理） 

第 37条 各条文の規定により運賃および料金の収受をする場合には、ICOCA 定期券の発駅情報の消

去処理を行ったうえで、当該カードのSF額から相当額を減額することができます。 

 

（列車運行不能の場合の取扱方） 

第 38条 券面表示が通用期間内のICOCA定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、自動

改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、規則第 132 条および同第 135 条

の規定を準用します。 

２ ICOCA 定期券の券面表示区間外を乗車する場合または券面表示の通用開始日前もしくは通用期

間満了日の翌日以降に乗車する場合はIC規則第 31条の規定に準じて取扱いします。 

３ 当社が不通区間に対して振替輸送等を行う場合の取扱いについては、別に定めるものによりま

す。 

（注）別に定めるものとは「振替輸送取扱規程」をいいます。 

 

（ICOCA定期券の通用期間外におけるSF利用制限） 

第 39 条 ICOCA 定期券の SF について、旅客は申告により券面表示の通用期間外における自動改札

機による利用を不可また可とすることができます。 

 

 

第４章 他社のみで発売するICOCA 乗車券 

 

（スマートICOCA および KIPS ICOCAへの本規程の準用） 

第 40 条 本規程においてスマート ICOCA および KIPS ICOCA の取扱いについては、第１章のほか、

第２章の次の条文を準用します。 

 準用する各規定 

スマートICOCA 

KIPS ICOCA 
第 19条（障害再発行）のうち再発行を除く事項 

 

（スマートICOCA 定期券およびKIPS ICOCA定期券への本規程の準用） 

第 41 条 本規程においてスマート ICOCA 定期券および KIPS ICOCA 定期券の取扱いについては第１

章のほか、第３章の次の各条文を準用します。 

 準用する各規定 

スマートICOCA定期券 

KIPS ICOCA 定期券 

第 26条（運賃の収受）、第28条（効力）、第29条（無効となる

場合等）、第 30 条（不正乗車等に対する旅客運賃および増運賃

の収受等）、第 33 条（障害再発行）のうち再発行を除く事項、

第35条（同一駅で出場する場合の取扱方）、第36条（前回利用

時の乗車履歴がないICOCA 定期券の取扱方、第37条（係員によ

るSFの減額処理）、第38条（列車運行不能の場合の取扱方）お

よび第39条（ICOCA 定期券の通用期間外におけるSF利用制限）
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別表１ 当社線で発売することができるICOCA 定期券の発売範囲（第５条） 

（１）当社線 

京阪線各駅相互間 

（２）他社線との連絡運輸 

当社線 
他社線 

 接続駅 発売範囲 

京阪線各駅 JR西 京橋 旅客取扱規程類集に定める連絡運輸

区域の各駅 河内森 

東福寺 

近鉄 丹波橋 旅客取扱規程類集に定める連絡運輸

区域の各駅 

（ただし、身体障害者旅客運賃割引ま

たは知的障害者旅客運賃割引を適用

して発売する定期券を除く） 

 

別表２ ICOCA 乗車券の発売箇所（第５条） 

ICOCA 乗車券の種類 発売箇所 

ICOCA 京阪線の券売機 

小児用ICOCA 定期券発売所（京阪線）・自動定期券発行機設置駅 

ICOCA 定期券（大人・小児） 定期券発売所（京阪線）・自動定期券発行機設置駅 

（注）定期券発売所および自動定期券発行機設置駅とは、旅客取扱関係規程類集に定めるものをい

います。 

 

別表３ こどもICOCA購入申込書の様式（第15条） 

こどもICOCA 購入申込書は規則第26条の定期券購入申込書（こどもICOCA 購入申込書兼用）を

使用します。（様式省略） 

 

別表４ 再発行申込書の様式 （第17条・第 19条・第 31条・第33条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表５ 払いもどし各種変更申込書の様式 （第 15条・第 17条・第 20条・第 22条・第31条・ 

第 34条） 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

附 則 この規程は、平成23年 6月  1 日より実施します。 

附 則 この規程は、平成25年 12月  1日より実施します。 

附 則 この規程は、平成26年  8月  1日より実施します。 
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（目的） 

第１条 この規則は、京阪電気鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）線内において IC チップ

を搭載した電子式証票（ICカード）を使用して当社を利用する旅客の運送等について、合理的な

取扱方法を定め、旅客の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。 

 

（用語の意義） 

第２条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

（１）「当社線」とは、当社の経営する鉄道および軌道のうち、大津線をいいます。 

【大津線】京津線   御陵・浜大津間 

石山坂本線 石山寺・坂本間 

（２）「ICカード」とは、当社が当社線内を乗車券として使用可能であると認めたICカードをいい

ます。 

（３）「記名式ICカード」とは、個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報を記録したICカー

ドをいいます。 

（４）「自動改札機」とは、ICカードおよび磁気化した乗車券、スルッとKANSAI システム対応カー

ド等の磁気カードを改札する装置をいいます。 

（５）「SF」とは、予めICカード内に貯えられた電子的金額をいいます。 

（６）「ポストペイ機能」とは、IC カードで当社線を乗車した場合の普通旅客運賃を後払いするこ

とをいいます。 

（７）「プリペイド機能」とは、ICカードで当社線を乗車した場合の普通旅客運賃をSFにて支払う

ことをいいます。 

（８）「チャージ」とは、ICカードに入金してSFを積増することをいいます。 

 

（適用範囲） 

第３条 IC カードによる当社線の旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。 

２ この規則が変更された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、変更された規則

の定めるところによります。 

３ この規則に定めのない事項については、旅客営業規則等の定めるところによります。 

４ ICカードによる共通利用が可能な社局線内のうち、当社線以外の運送等については、当該社局

の運送約款等の定めによります。 

 

（契約の成立時期および適用規定） 

第４条 IC カードによる旅客との運送契約の成立時期は、入場の際、自動改札機による改札を受け

たときとします。ただし、京都市交通局線から御陵駅を経由して当社線を利用する場合は、入場

駅において自動改札機等による改札を受け、御陵駅を越えて当社線に乗り継いできたときに入場

したものとみなし、ICカードによる運送契約が成立するものとします。 

２ 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべ

てその契約の成立した時の規定によります。 

 

（規則等の変更） 

第５条 この規則およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。 

 

（旅客の同意） 

第６条 旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意した

ものとします。 

 

（取扱区間） 

第７条 当社においてICカードが使用できる区間は、当社線及び京阪線とします。 

２ 京阪線においてICカードが使用できる区間については、当社が別に定めるものによります。 

（注）当社が別に定めるものとはICカード取扱規則（京阪線）をいいます。 

 

（利用の制限または停止） 

第８条 当社は旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、次に掲げるICカー

ドの利用の制限または停止を行います。  

（１）乗車区間、乗車経路、乗車方法、乗車する列車等の制限または停止 

（２）入出場方法または入出場時間等の制限または停止 

２ 前項の規定による制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 

３ 本条に基づくIC カードの利用の制限または停止に対し、当社はその責を負いません。 

 

（ICカードの名称、有する機能および発行者名） 

第９条 当社線で使用可能なICカードの名称、有する機能および発行者名は別表第１号に定めます。 

２ 前項にかかわらず別に定めるものについては、当社線で使用することができません。 

（注）別に定めるものとは「ICカード取扱規則（大津線）に基づく細部取扱方等について」に定め

るものをいいます。 

 

（ICカードの種類と様式） 

第 10条 IC カードには大人用と小児用があります。 

２ 当社線で使用を認めるICカードの様式は当社が別に定めます。 

（注）当社線で使用を認める IC カードの様式は「IC カード取扱規則（大津線）に基づく細部取扱

方等について」に定めるものをいいます。 

 

（ICカードの発行申込方法等） 

第 11条 当社線で使用可能なICカードの発行申込方法および発行方法は、当該ICカードの発行者

の定めるところによります。 

 

（ICカードの所有権） 

第12条 ICカードの所有権は特に定めるものを除き、当該ICカードの発行者に帰属します。 

 

（ICカード紛失等の再発行） 

第 13条 ICカードの盗難または紛失等による再発行については、当該ICカードの発行者の定める

ところによります。 

 

（使用方法） 

第 14条 ICカードは、当社線内を乗車の目的で、自動改札機による改札を受けて入場し、同一のカー

ドにより自動改札機による改札を受けて出場する場合に、当該乗車区間に有効な片道普通乗車券とし

て使用することができます。 

２ 入場駅において自動改札機等により改札を受け、御陵駅を経由し、当社線と京都市交通局線の相互

間を乗車する場合、御陵駅を越えて乗り継いだとき、入場または出場したものとみなし、前項の規定

を準用します。 

 

（運賃の収受） 

第 15 条 IC カードを第 14 条の規定により使用する場合、出場時に IC カードから当該乗車区間の

片道普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のICカードにあっては小児の片道普通旅客運

賃を、その他のICカードにあっては大人の片道普通旅客運賃を収受します。 

２ 第１項における片道普通旅客運賃の収受方は、次の各号によります。 

（１）IC カードのポストペイ機能で乗車された場合には、当該 IC カードの発行者または発行者が

業務を委託する者が、旅客に請求します。 

（２）IC カードのプリペイド機能で乗車されたときの片道普通旅客運賃は当該カードの SF から減

額します。 

３ ICカードで乗車される場合、当該カードのポストペイ機能が有効である場合は、ポストペイ機

能を優先することにしプリペイド機能は使用できないものとします。 

 

（SFのチャージ） 

第 16 条 旅客は、IC カードを処理する券売機、入金機、のりこし精算機にて IC カードに SF をチ

ャージすることができます。 

２ 前項の場合、ICカードには、１回あたり1,000 円単位の額をチャージすることができます。 

３ ICカードのSFの残額は、20,000 円（小児カードも同額）をこえることはできません。 

４ 第 1項の規定にかかわらず、携帯電話機等を媒体とするICカードについては、一部の入金機を

除き、チャージすることができません。 

 

（SFのオートチャージ） 

第17条 旅客は、第16条に定めるほか、ポストペイ機能を有するICカードの発行者に予め申し込

むことにより、当社の自動改札機を入出場する際に IC カードの SF 残額が 1,000 円（小児カード

は500円）以下であった場合に2,000円（小児カードは1,000 円）の SFを自動的にチャージ（以

下「オートチャージ」といいます。）することができます。なお、IC カードにオートチャージさ

れた代金の支払方法は、当該ICカードの発行者が定めるところによります。 

 

（効力） 

第 18条 第 14条の規定により使用するICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）当該乗車区間において、片道１回の乗車に限り有効とします。 

（２）入場後は当日に限り有効とします。 

（３）途中下車の取扱いはいたしません。 

 

IC カード取扱規則（大津線） 



IC カード取扱規則（大津線） 
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（利用履歴の確認） 

第 19 条 旅客は、IC カードの利用履歴を当社が別に定める駅で次の各号のとおり確認することが

できます。 

（１）利用履歴の内容は、ICカードを使用して自動改札機により入出場した際の取扱月日、運賃収

受対象区間（一部の取扱いについては取扱箇所）および取扱後のSF残額とします。 

（２）利用履歴の印字は、IC カードに記録されている 近の利用履歴から 大 20 件まで遡ること

ができます。ただし、当該利用履歴には他社局線の利用等、当社線の利用以外の履歴を含みま

す。 

（３）IC カードのポストペイ機能で乗車した履歴は、前号の利用履歴のほか、履歴確認日が属する月

の前月から起算して、過去６カ月以内の利用履歴の明細（以下「利用明細」といいます。）を１

カ月ごとに確認することができます。ただし、利用明細には他社局線の利用等、当社線の利用

以外の履歴を含みます。 

（４）第２号の利用履歴および前号の利用明細の印字様式は、別に定めるところによります。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の場合は利用履歴を確認することができません。 

（１）出場処理がされていない利用履歴 

（２）第 14 条の規定により IC カードを使用する場合で、自動改札機による改札処理が完全に行わ

れなかったときの利用履歴 

（３）履歴確認日が属する月の前月から起算して６カ月を経過した利用履歴のうち前項第３号に定

める利用明細 

（４）一部のICカードにおいては26週間を経過した利用履歴 

（５）一部の他社局線の利用履歴 

 

（使用上の制限事項） 

第 20条 記名式 ICカードは記名人以外の旅客が利用することはできません。 

２ １回の乗車につき、２以上のICカードを同時に使用することはできません。 

３ ICカードは、他の乗車券と併用して使用することはできません。 

４ ICカードを使用して入場した場合、当該カード以外の乗車券等で出場することはできません。 

５ 10円未満のSFは運賃に充当することはできません。 

６ 偽造、変造もしくは不正に作成され、または不正に取得されたICカードを使用することはでき

ません。 

７ 御陵駅を経由して当社線と複数の他社局線を利用することはできません。 

 

（入出場の制限） 

第 21条 次の各号の１に該当する場合には、ICカードを使用して入出場することはできません。 

（１）入場時に使用したICカードを出場時に使用しなかった場合で、当該カードにより再び入場し

ようとするとき 

（２）ICカードにより乗車以外の目的により駅に入場し、同一駅から出場しようとするとき 

（３）IC カードの破損、自動改札機の故障または停電等やむを得ない事情により IC カードの改札

処理ができないとき 

（４）IC カードのプリペイド機能を使用して乗車する場合であって、入場時に当該カードの SF 残

額が 10円に満たないとき 

（５）IC カードのプリペイド機能を使用して乗車した場合であって、出場時に当該カードの SF 残

額が減額する運賃相当額に満たないとき 

（６）ICカードの乗車券としての効力に別途有効期限が定められている場合であって、かつその有

効期限を過ぎているとき 

２ 前項第５号の規定により、SF 残額の不足のため出場することができない場合の IC カードは、

第16条の規定によるほか、次の各号いずれかの取扱いをすることにより出場することができます。 

（１）当該 IC カードの SF を減額したうえで、不足運賃を現金または磁気カード等の決済手段によ

り収受した場合 

（２）当該ICカードの発駅情報を消去したうえで、当該乗車区間の運賃を現金または磁気カード等

の決済手段により収受した場合 

 

（ICカードのポストペイ機能の制限または停止） 

第 22 条 当社は、IC カードのポストペイ機能にかかる電子計算機の故障、電子計算機の作動プロ

グラムの異常、通信回線の不良、自動改札機等の駅端末装置の故障および異常等が発生し、ポス

トペイ機能の円滑な提供ができないと判断するときは、ポストペイ機能による当社線の利用を制

限または停止することがあります。 

（特定のICカードの制限または停止） 

第 23条 ICカードのポストペイ機能による一定期間の利用が、予め当該ICカードの発行者が定め

る限度額をこえた場合には、当該カードのポストペイ機能により当社線を利用することはできま

せん。 

２ ICカードの有効期限を過ぎて、当該ICカードにより当社線を利用することはできません。 

３ 発行者がその定める規約に基づき、特定のICカードについて使用を制限または停止した場合は、

当該カードにより当社線を利用できないことがあります。 

 

（無効となる場合等） 

第 24 条 次の各号の１に該当する場合には、ICカードを無効として回収します。 

（１）旅行開始後のICカードを他人から譲り受けて使用したとき 

（２）係員の承諾を得ないで改札機による改札を受けずに乗車したとき 

（３）その使用条件に基づかず使用したとき 

（４）その他不正乗車の手段として使用したとき 

２ 前項によるほか記名式 IC カードにあっては次の各号の１に該当する場合は無効として回収し

ます。 

（１）記名人以外が使用したとき 

（２）券面表示事項が不明となったICカードを使用したとき 

（３）使用資格、氏名、年齢を偽って購入したICカードを使用したとき 

（４）券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき 

３ 偽造、変造または不正に作成されたICカードを使用した場合、または使用しようとした場合は、

当該カードを無効として回収します。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃、増運賃の収受等） 

第 25 条 第 24 条の規定に該当する場合は、旅客の乗車駅からの乗車区間に対する片道普通旅客運

賃とその２倍に相当する額の増運賃とを、あわせて収受します。この場合の片道普通旅客運賃お

よび増運賃は、現金、磁気カード等の決済手段で支払っていただきます。 

２ 前項の規定により、旅客運賃、増運賃を収受する場合において乗車駅が判明しない場合は、旅

客営業規則第117条の規定を準用して計算します。 

３ 前回利用時に乗車履歴が記録されていないICカードの取扱いは、第28条に定めます。  

４ 本条の規定により増運賃を収受する場合、特別の事由があって別段支障がないと認められると

きは、増運賃の減免等をすることがあります。 

 

（障害発生時のICカード再発行） 

第 26 条 IC カードの破損等によって、IC カードを処理する機器での取扱いをすることができない

場合の再発行については、当社が別に定めるものを除き、当該ICカードの発行者の定めるところ

によります。 

（注）別に定めるものとは「ICカード取扱規則（大津線）に基づく細部取扱方等について」をいい

ます。 

 

（同一駅で出場する場合の取扱い） 

第 27 条 旅客は、IC カードを使用して入場した後、途中駅で旅行を中止し、旅行開始駅から出場

しようとする場合は、旅行開始駅から途中駅までの実際乗車区間の普通旅客運賃相当額を現金、

磁気カード等の決済手段で支払い、当該カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 

２ 旅客は、ICカードを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、現金、磁気

カード等の決済手段で入場料金相当額を支払い、当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなけ

ればなりません。 

 

（前回利用時の乗車履歴が記録されていないIC カードの取扱い） 

第 28条 第 25条第３項に規定する、前回利用時の乗車履歴が記録されていないICカードの取扱い

は、次の各号のとおりとします。 

（１）旅客が有効証明書（様式は当社が別に定めるところによります。）を所持している場合は、そ

の内容を確認のうえ、発駅情報の消去処理を行います。 

（２）旅客が有効証明書（様式は当社が別に定めるところによります。）を所持している場合で、カ

ード内情報により、正当な金額の収受を行っていないと確認した場合は、既に収受した運賃額

と実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃との差額を収受したうえで、当該カードの発駅情報

の消去処理を行います。 

（３）旅客が有効証明書を所持していない場合は、当該カードに記録されている乗車駅から利用可

能な範囲の 遠の駅までの片道普通旅客運賃と増運賃を収受したうえで、発駅情報の消去処理

を行います。 

（４）前号の規定にかかわらず、係員が前回乗車区間を確認することができ、不正乗車でないこと

が明らかな場合は、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃を収受し、増運賃を収受しないで

取扱うことができます。 

（５）第２号から第４号までに定める片道普通旅客運賃および増運賃は、現金、磁気カード等の決

済手段で支払っていただきます。 
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（係員によるSFの減額処理） 

第 29 条 各条文の規定により運賃および料金を収受する場合には、IC カードの発駅情報の消去処

理を行ったうえで、当該カードのSF残額から相当額を減額することができます。 

 

（SFの返金） 

第 30 条 IC カードにチャージされた SF の返金は、当社が別に定めるものを除き、当該 IC カード

の発行者の定めるところによります。 

（注）別に定めるものとは「ICOCA乗車券取扱規程（京阪線）」をいいます。 

２ 前項にかかわらず、誤ってチャージした場合は、次の各号の条件を全て満たす場合に限り、直

近のチャージのみについて返金することがあります。 

（１）チャージした当日に申し出た場合 

（２）チャージした駅と同一の駅に申し出た場合（係員による処理対応可能駅で、かつ、係員の配

置時間内に限ります。） 

（３）チャージ後に当該ICカードの利用がない場合 

 

（列車運行不能時等の取扱い） 

第 31 条 旅客は、IC カードで旅行開始後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれか

を選択して、請求することができます。 

（１）旅行開始駅までの無賃送還 

乗車時にICカードに記録した発駅情報の消去処理を旅行開始駅で行います。 

（２）旅行開始駅に至る途中駅までの送還 

旅行開始駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額をICカードにより収受します。 

（３）不通区間の別途旅行 

運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、旅行開始駅

から当社線による旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額をICカードにより収受します。 

２ 当社が、不通区間に対して振替輸送等を行う場合の取扱いについては、別に定めるものにより

ます。 

（注）別に定めるものとは「振替輸送取扱規程」をいいます。 

 

別表第１号（第９条関係） 

「当社線で使用可能なICカードの名称、有する機能および発行者名」 

 IC カードの名称 有する機能 ICカード発行者名 

(1) PiTaPaカード 
ポストペイ機能 

プリペイド機能 
株式会社スルッとKANSAI 

(2) ICOCA 乗車券 プリペイド機能 西日本旅客鉄道株式会社 

(3) 
地方公共団体等 

乗車証付IC証票 
プリペイド機能 

株式会社スルッとKANSAI 

地方公共団体等 

(4) 
Kitaca乗車券 

プリペイド機能 北海道旅客鉄道株式会社 
Kitaca定期券 

(5) PASMO プリペイド機能 株式会社パスモ 

(6) 
Suica 乗車券 

プリペイド機能 東日本旅客鉄道株式会社 
Suica 定期券 

(7) 
モノレール Suica 乗車券 

プリペイド機能 東京モノレール株式会社 
モノレール Suica 定期券 

(8) 
りんかい Suica 乗車券 

プリペイド機能 東京臨海高速鉄道株式会社 
りんかい Suica 定期券 

(9) マナカ プリペイド機能 株式会社名古屋交通開発機構 

(10) manaca プリペイド機能 株式会社エムアイシー 

(11) TOICA 乗車券 プリペイド機能 東海旅客鉄道株式会社 

(12) nimocaカード プリペイド機能 株式会社ニモカ 

(13) はやかけん プリペイド機能 福岡市 

(14) SUGOCA プリペイド機能 九州旅客鉄道株式会社 

 

別表第２号（第16条関係） 

「SF のチャージ」額 

取扱機器 １回あたりのチャージ取扱金額 

IC カード対応の券売機、入金機、

のりこし精算機 
大人・小児とも1,000円、2,000 円、3,000円 

 

附 則 この規則は、平成19年  1月 23日より実施します。 

附 則 この規則は、平成19年  4月  1日より実施します。 

附 則 この規則は、平成19年  8月 20日より実施します。 

附 則 この規則は、平成20年  9月 16日より実施します。 

附 則 この規則は、平成23年  6月  1日より実施します。 

附 則 この規則は、平成25年  3月 23日より実施します。 

 

 

  

 


