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 訪日外国人を首都圏へ積極的に誘致するため、鉄道13社局とバス31社局が使

用できる PASMO PASSPORTに搭載した特殊周遊企画乗車券「Greater Tokyo Pass」

および鉄道13社局が使用できる「Greater Tokyo Pass（鉄道単体券）」（以下「鉄

道単体券」という。）の取扱方については、この規程の定めるところによる。 

 この規程に定めていない事項については、株式会社パスモが定める PASMO PA

SSPORT 取扱規則および、各社局が定める旅客営業規則、外国人向けＩＣカード

乗車券取扱規則等により取り扱う。 

 

１．周遊企画乗車券名称 

 （１）Greater Tokyo Pass 

 （２）Greater Tokyo Pass（鉄道単体券） 

 

２．発売期間 

 （１）Greater Tokyo Pass・・・2020年４月１日から 

 （２）鉄道単体券・・・・・・・2021年３月13日から 

 

３．周遊企画乗車券の運輸機関および運輸区域 

 （１）鉄道および軌道での運輸機関および運輸区域は次のとおりとする。 

 運輸機関 運輸区域 

小田急電鉄 鉄道線全線 

京王電鉄 鉄道線全線 

京成電鉄 鉄道線全線※ 

京浜急行電鉄 鉄道線全線 

相模鉄道 鉄道線全線 

西武鉄道 鉄道線全線 

東急電鉄 鉄軌道線全線 

東京地下鉄 鉄道線全線 

東京都交通局 鉄軌道線全線 

東武鉄道 鉄道線全線 

横浜市交通局 鉄道線全線 

横浜高速鉄道 鉄道線全線 

ゆりかもめ 鉄軌道線全線 



「Greater Tokyo Pass」IC企画乗車券の取扱方 

※成田スカイアクセス線（京成高砂～成田空港間）は、以下の区間で利用可能 

 ア．北総鉄道線区間（京成高砂～印旛日本医大間）を除く当社線および各運 

   輸機関の各駅と成田湯川、空港第２ビルまたは成田空港間の各駅相互間 

 イ．印旛日本医大～成田湯川～空港第２ビル～成田空港間の各駅相互間 

 （２）バス社局による運輸機関および運輸区域は別表第１号に定めるとおり 

    とする。 

 

４．発売個所および発売券種 

  発売個所および発売券種は，別表第２号に定めるとおりとする。 

 

５．発売方法 

 （１）PASMO PASSPORTを所持する訪日外国人に発売する。ただし、Greater 

    Tokyo Passおよび鉄道単体券の有効期間が、PASMO PASSPORTの効力終 

    了日を超える場合は発売できない。 

    なお、発売時における旅券（パスポート）による本人確認は、省略す 

    ることができる。 

 （２）PASMO PASSPORTを処理する機器により、発売日、有効期間および有効 

    区間の登録情報を入力するとともに、登録情報が確認できるご案内票 

    （以下「レファレンスペーパー」という。）を併せて渡す。 

 （３）支払方法は、現金、ICSFまたはクレジットカード（一部社局）とする。 

 

６．発売日および有効期間 

 （１）発 売 日 

    利用開始日の当日または前日 

 （２）有効期間   

   ア．Greater Tokyo Pass 

     利用開始日から連続する５日間 

   イ．鉄道単体券 

     利用開始日から連続する３日間 

 

７．旅客運賃 

 （１）Greater Tokyo Pass 

    大人7,200円  小児3,600円 

 （２）鉄道単体券 

    大人6,000円  小児3,000円 

※（１）、（２）ともに割引乗車券の発売は行わない 
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８．効力 

 （１）登録情報が入力された PASMO PASSPORTと、レファレンスペーパーを併 

    せて所持するものとする。なお、レファレンスペーパーには、乗車券 

    としての効力はない。 

 （２）登録情報が入力された PASMO PASSPORTで、駅において乗車の際に改札 

    機等による改札を受けたとき、または、車載機による乗車処理を受け 

    ることで使用開始されたものとみなし、以降、鉄道における出場およ 

    び入場の際は改札機等を使用し、軌道またはバス（鉄道単体券を除く） 

    においては車載機を使用するものとする。 

    また、登録情報が入力された PASMO PASSPORTが障害により使用できな 

    い場合は、係員に、障害カード、レファレンスペーパー、障害返金整 

    理票（障害返金証明書を含む。）の３点を呈示して利用するものとする。 

 （３）有効期間内は、第３項第１号の運輸機関（以下、「当該運輸機関」とい 

    う）の運輸区域内に限り、途中下車、乗車経路および乗車回数の制限 

    は行わない。 

 （４）当該運輸機関以外の各社局に跨り乗降した場合、直近となる運輸機関 

    の運輸区域となる各駅相互間または、各停留所相互間の普通旅客運賃 

    を別途収受するものとする。 

 （５）当該運輸機関において、運行支障が発生した場合は、対象の振替輸送 

    機関を利用することができる。 

 （６）当該運輸機関において、別途料金を必要とする列車またはバスを利用 

    する場合は、料金を支払うものとする。 

 （７）第３項第２号の運輸機関において、深夜バスを利用する場合は、各社 

    局の定めるところによる。（鉄道単体券を除く） 

 

９．乗車券面 

 （１） PASMO PASSPORT 

（表面）               （裏面） 

   
© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636787 
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 （２）Greater Tokyo Passレファレンスペーパー 

 

 

  

 （３）鉄道単体券レファレンスペーパー 
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10．不正乗車の取扱い 

 （１）次の各号のいずれかに該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の 

    乗車駅からの普通旅客運賃とその２倍に相当する額の増運賃と併せて 

    収受する。また、乗車駅が不明な場合は、当社線の最遠となる駅から 

    の普通旅客運賃とその２倍に相当する額の増運賃と併せて収受する。 

     ア．使用資格者以外の者が使用したとき。 

     イ．旅券（パスポート）を携帯せずに使用したとき。 

     ウ．旅客営業規則第167条の規定によって無効となる乗車券（偽造の 

       乗車券を含む）で乗車したとき。 

 （２）バス事業者において、前号ア・イおよび各社局で定める一般乗合旅客 

    自動車運送事業運送約款の規定により無効となる乗車券を使用したと 

    きは、各社局で定める普通旅客運賃および割増運賃を収受する。（鉄道 

    単体券を除く） 

 （３）前各号の規定にかかわらず、特別の理由があって、特段支障がないと 

    認められるときは、増運賃の免除等をする場合がある。 

 

11．再発行 

   Greater Tokyo Passおよび鉄道単体券は、盗難、紛失の場合、再発行の 

  請求をすることはできない。 

 

12．払いもどし 

 （１）旅行開始前 

    別表第２号に定める発売運輸機関において、購入した発売運輸機関に 

    限り、登録情報が搭載されている PASMO PASSPORTと当該レファレンス 

    ペーパーを提出した場合は、１件につき220円の払いもどし手数料を差 

    し引いた残額を払いもどしする。 

 （２）旅行開始後 

    全運輸機関に乗車回数の制限がないため取扱いしない。なお、荒天等 

    による運行見合わせとなった場合においても、有効期間の延長および 

    払いもどしの取扱いは行わない。
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別表第１号 利用可能なバス社局の運輸機関および運輸区域（鉄道単体券を除く） 

運輸機関 運輸区域 

朝日自動車 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

茨城急行自動車 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

小田急バス 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

川越観光自動車 

乗合バスの全路線（※注１の路線及び各市町循環バス（東松山

市・桶川市）、鳩山町営バス上熊井線、西武文理学園線、ピオニ

ウォーク東松山線を除き、※注２の区間に限る。） 

関東バス 

乗合バスの全路線 

（※注１の路線及びお台場直行バスを除き、※注２の区間に限

る。） 

京王電鉄バス 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

京王バス 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

京成タウンバス 
乗合バスの全路線（※注１の路線及び三郷線を除き、※注２の

区間に限る。） 

京浜急行バス 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

国際興業 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

国際十王交通 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

西武観光バス 
乗合バスの全路線（軽井沢営業所を除く）（※注１の路線を除き、

※注２の区間に限る。） 

西武バス 

乗合バスの全路線（※注１の路線及びアウトレット線、メッツ

ア線、西武球場線及びイベント開催時の臨時バスを除き、※注

２の区間に限る。） 

東急バス 
乗合バスの全路線（※注１の路線及び溝の口駅～新横浜駅直行

バスを除き、※注２の区間に限る。） 

東急トランセ 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

東京都交通局 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

東武バスセントラル 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

阪東自動車 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

日立自動車交通 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

神奈川中央交通 
乗合バスの全路線 

(※注１の路線及びシャトルバスを除き、※注２の区間に限る。） 

神奈川中央交通西 
乗合バスの全路線 

(※注１の路線及びシャトルバスを除き、※注２の区間に限る。） 

神奈川中央交通東 
乗合バスの全路線 

(※注１の路線及びシャトルバスを除き、※注２の区間に限る。） 

運輸機関 運輸区域 
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川崎市交通局 
乗合バスの全路線 

（※注１の路線及び川崎病院線を除き、※注２の区間に限る。） 

相鉄バス 

乗合バスの全路線 

（※注１の路線及び寒川神社初詣直通バスを除き、※注２の区

間に限る。） 

横浜市交通局 
乗合バスの全路線（※注１の路線及び三井アウトレットパーク

横浜ベイサイド直行便を除き、※注２の区間に限る。） 

京成バス 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

千葉海浜交通 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

ちばシティバス 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

東京ベイシティ交通 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

東武バスウエスト 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

東京ＢＲＴ株式会社 乗合バスの全路線（※注１の路線を除き、※注２の区間に限る。） 

※注１ 座席定員制のバス（高速バス、空港アクセスバス、定期観光バス等）、深夜急行 

    バス、自治体のコミュニティバス、対象バス事業者以外との共同運行系統 

※注２ 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内の区間（区間内で乗車又は降車する場合 

    は、区間外の停留所での降車又は乗車にも本「Greater Tokyo Pass」を利用可） 
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別表第２号 Greater Tokyo Pass発売個所および発売券種 

発売運輸機関 発売個所 発売券種 

小田急電鉄 
・小田急旅行センター新宿西口 

・小田急旅行センター新宿南口 

大人 

小児 

京王電鉄 
・新宿駅西口券売機 

・渋谷駅中央口券売機 

大人 

小児 

京成電鉄 

・成田空港駅 SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER 

・成田空港駅 ライナーカウンター及び自動券売機 

・空港第２ビル駅 SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER 

・空港第２ビル駅 ライナーカウンター及び自動券売機 

・成田空港ターミナルビル内到着階カウンター 

大人 

小児 

京浜急行電鉄 

・品川駅 Keikyu Tourist Information Center（Shinagawa） 

・羽田空港第３ターミナル駅 Keikyu Tourist Information 

 Center（Haneda Airport Terminal 3） 

・品川駅 高輪口改札 

・羽田空港第１・第２ターミナル駅 改札 

・羽田空港第３ターミナル駅 ２F改札 

・横浜駅 中央改札 

大人 

小児 

西武鉄道 
・西武ツーリストインフォメーションセンター池袋 

・西武新宿駅特急券うりば 

大人 

小児 

東急電鉄 ・渋谷ちかみち総合インフォメーション 
大人 

小児 

東京地下鉄 

・定期券うりば 

飯田橋駅・池袋駅（丸ノ内線・有楽町線）上野駅・大手町駅 

銀座駅・新宿駅・高田馬場駅・明治神宮前〈原宿〉駅 

・各駅の券売機 

（ただし、日比谷線北千住駅・中目黒駅・中野駅・西船橋駅・

代々木上原駅・和光市駅・半蔵門線渋谷駅・副都心線渋谷駅・

目黒駅除く） 

※券売機での発売は、PASMO PASSPORT 所持者に限る 

 

大人 

小児 

東京都交通局 

・都営地下鉄各駅（他社管理駅を除く）及び日暮里・舎人ライ

ナー８駅（日暮里、西日暮里、熊野前、扇大橋、江北、西新

井大師西、舎人公園、見沼代親水公園）、上野御徒町駅、新

宿西口駅及び新橋駅ツーリストインフォメーションセンタ

ー 

大人 

小児 

東武鉄道 
・東武ツーリストインフォメーションセンター浅草 

・東武ツーリストインフォメーションセンター池袋 

大人 

小児 

※相模鉄道・横浜市交通局・横浜高速鉄道・ゆりかもめでは発売を行わない。 


