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２０２０年 ３月 ２４日 

Greater Tokyo Pass 協議会 

訪日外国人向け企画乗車券「Greater Tokyo Pass」がさらに便利に！ 

Greater Tokyo Pass を IC カード乗車券 
「PASMO PASSPORT」へ搭載します 

～人気のサンリオキャラクターが勢ぞろいのオリジナルデザイン IC カード乗車券で 

訪日旅行を一段と便利に楽しく！～ 

関東の鉄道およびバス事業者４７社局が加盟する Greater Tokyo Pass 協議会では、利

用可能エリアの鉄道・軌道線と一般バス路線が３日間乗り放題になる訪日外国人旅行者向け

の企画乗車券「Greater Tokyo Pass」を、２０２０年４月１日(水)から短期間の訪日外国

人旅行者に向けて発売している IC カード乗車券「PASMO PASSPORT」に搭載して発売

いたします。 

これは、現在紙の乗車券で発行している本券を IC カード乗車券に搭載することで、

Greater Tokyo Pass をご利用できる鉄道やバスにスムーズに乗車でき、Greater Tokyo 

Pass 非加盟社局であっても IC カード乗車券を利用できる鉄道やバスであれば自動精算す

ることができます。また、乗り物のご利用に限らず、売店などのお買い物の際にも交通系電

子マネーでの支払いとしてご利用いただけるなど、日本での滞在中はこれ 1 枚で大変便利

に過ごすことができます。 

特に夏には多くの外国人のお客様の訪日が予想されることから、「Greater Tokyo Pass」

の IC 化は混雑する駅係員窓口に並ぶことなく自動改札を通過できることなど、お客様の利

便性向上と混雑緩和を目的としています。 

Greater Tokyo Pass 協議会では、今後も訪日外国人のお客様に関東エリアでのご旅行

をより快適にお楽しみいただけるよう努めてまいります。 

本件の概要は次ページのとおりです。 
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Greater Tokyo Pass の IC カード乗車券化について 
 

１．取り扱い開始日   

２０２０年４月１日（水） 

 

２．実施内容   

「Greater Tokyo Pass」を現在の紙媒体による発行から訪日外国人向けＩＣ乗車券

「PASMO PASSPORT」での発行に切り替えます。 

※紙の乗車券での発行は終了いたします。 

※PASMO PASSPORT 以外の IC カード乗車券には搭載できません。 

 

３．発 売 価 格   

大人 ７，２００円、小児 ３，６００円 （税込み） 

※このほかに、PASMO PASSPORT 発行手数料５００円（税込み）が別途必要です。 

また、一部社局では SF チャージ１,５００円が必要となる場合があります。 

 

４．発 売 対 象   

訪日外国人旅行者のみ 

 

５．発 売 方 法   

①PASMO PASSPORT とセットで発売 

下記の発売箇所において、パスポートにて外国人旅行者であることを確認させていただ

いたうえで発売します。一部発売箇所では使用開始日を「当日」か「翌日」を購入時に

選べます。なお、既に PASMO PASSPORT をお持ちの方は、Greater Tokyo Pass

のみの購入も可能です。 

空港 

◆成田空港 

・京成線 成田空港駅／空港第２ビル駅 

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER 

◆羽田空港 

・京急線 羽田空港第 1・第 2 ターミナル駅 改札口 

・京急線 羽田空港第３ターミナル駅 

・２階改札口 

   ・Keikyu Tourist Information Center 

 (Haneda Airport Terminal 3) 

エリア 駅 名 事 業 者 発 売 場 所 

東京 

２３ 

区内 

 

赤坂見附駅 東京メトロ 定期券うりば 

飯田橋駅 東京メトロ 定期券うりば 

池袋駅 東京メトロ 定期券うりば（丸ノ内線・有楽町線） 

上野駅 東京メトロ 定期券うりば 

上野御徒町駅 東京都交通局 ツーリストインフォメーションセンター 

恵比寿駅 東京メトロ 定期券うりば 

大手町駅 東京メトロ 定期券うりば 

銀座駅 東京メトロ 定期券うりば 
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東京 

２３ 

区内 

品川駅 京急電鉄 

・高輪口改札 

・KeikyuTourist Information Center 

 （Shinagawa） 

渋谷駅 東急電鉄 
渋谷ちかみち総合インフォメーション 

〈WANDER COMPASS SHIBUYA〉 

新御茶ノ水駅 東京メトロ 定期券うりば 

新宿駅 東京メトロ 定期券うりば 

新橋駅 東京メトロ 定期券うりば 

高田馬場駅 東京メトロ 定期券うりば 

東京駅 東京メトロ 定期券うりば 

日本橋駅 東京メトロ 定期券うりば 

明治神宮前 

<原宿>駅 
東京メトロ 定期券うりば 

神奈川 

県内 
横浜駅 京急電鉄 中央改札 

 

②Greater Tokyo Pass のみ発売 

既にPASMO PASSPORT をお持ちの方は、下記発売箇所でもお買い求めになれます。

（購入の際にパスポート提示によるご本人様確認をさせていただく場合があります） 

なお、一部発売箇所では使用開始日を「当日」か「翌日」を購入時に選べます。 

事 業 者 駅 名 発 売 場 所 

小田急電鉄 新宿駅 
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 

京王電鉄 
新宿駅 西口  一部自動券売機 

渋谷駅 中央口 一部自動券売機 

西武鉄道 
池袋駅 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 

東京都交通局 

都営地下鉄 

各駅(※) 

自動券売機 

※押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く 

日暮里・舎人

ライナー各駅 
一部自動券売機 

東京メトロ 
東京メトロ 

各駅(※) 

自動券売機 

※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・目黒駅を除く 

東武鉄道 
浅草駅 TOBU Tourist Information Center ASAKUSA 

池袋駅 TOBU Tourist Information Center IKEBUKURO 
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６．利用可能エリア 

1３社局の鉄道・軌道線及び東京、神奈川、千葉、埼玉の ３４社局の一般バス路線。 

※参考資料１・２をご参照ください。 

 

７．ご利用方法   

■鉄道 

自動改札をご利用ください。 

■軌道線・一般バス路線 

後払い制の路線は入り口付近のカードリーダーにタッチし、下りる際に料金箱付近の 

カードリーダーにタッチしてください。 

前払い制の路線は料金箱付近のカードリーダーにタッチしてください。 

※一部 IC 非対応車両で運行する場合があります。 

その場合は乗務員にカードとリファレンス（レシート状の購入証明用紙）をご提示く 

ださい。 

※ご本人確認（パスポートの提示）をさせていただく場合があります。 

 

８．払い戻し    

使用開始前かつ有効期間内に限り、購入箇所にて PASMO PASSPORT とリファレ

ンス（レシート状の購入証明用紙）をご提出した場合、手数料（２２０円）を差し引

いた金額を払い戻しします。 

 

※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です。 

 

                          以 上 

 

 

※この資料は以下の記者クラブにお届けしております。 

 

国土交通記者会、ときわクラブ、外国人記者クラブ、栃木県政記者会、日光記者クラブ、 

群馬県政記者会、埼玉県政記者会、所沢記者クラブ、千葉県政記者会、千葉県経済記者会、 

成田空港記者会、成田空港民放クラブ、東京都庁記者クラブ、立川市政記者クラブ、 

八王子市政記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、横浜市政記者クラブ、 

横浜経済記者クラブ、川崎市政記者クラブ 
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「Greater Tokyo Pass」の利用可能エリアについて 
 
■１３社局の鉄道・軌道線 

 

小田急全線、京王全線、京成全線（注）、京急全線、相鉄全線、西武全線、東急全線、  

東京メトロ全線、都営地下鉄全線、東京さくらトラム（都電荒川線）、日暮里・舎人 

ライナー、東武全線、みなとみらい線、横浜市営地下鉄全線、ゆりかもめ全線 
 

※有料特急列車、座席指定列車等をご利用の場合は、別途料金をお支払いいただく必要 

があります。 

 

（注）京成線は乗車区間に成田スカイアクセス（京成高砂駅～成田空港駅間）を含む場合 

は、以下の駅間のみ利用可能  

①北総線区間（京成高砂駅～印旛日本医大駅間）を除く京成線各駅と、成田湯川駅 

空港第２ビル駅または成田空港駅の相互間 

②印旛日本医大駅～成田湯川駅～空港第２ビル駅～成田空港駅の各駅相互間 

 

■東京、神奈川、千葉、埼玉の３４社局の一般バス路線 

 

都営バス、東急バス、京王電鉄バス、関東バス、西武バス、国際興業、小田急バス、 

京浜急行バス、京成バス、東武バスセントラル、日立自動車交通、京王バス東、 

東急トランセ、京成タウンバス、京王バス南、京王バス中央、京王バス小金井、 

横浜市営バス、神奈川中央交通、川崎市営バス、相鉄バス、神奈川中央交通西、 

神奈川中央交通東、東武バスイースト、阪東自動車、東京ベイシティ交通、千葉海浜交通、 

ちばシティバス、東武バスウエスト、茨城急行自動車、川越観光自動車、朝日自動車、 

西武観光バス、国際十王交通 

※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、各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など 

一部の路線ではご利用いただけません。

参考１ 
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Greater Tokyo Pass 対象エリアマップ 参考２ 
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Greater Tokyo Pass 協議会について 

 

１．組織名称  Greater Tokyo Pass 協議会 

 

２．設  立  ２０１８年２月２８日 

 

３．会  長  仲岡 一紀 （京王電鉄株式会社 常務取締役鉄道事業本部長） 

 

４．加盟社局 （2020 年 4 月 1 日から） 

 

●鉄道事業者（１３社局） 

小田急電鉄株式会社     京王電鉄株式会社      京成電鉄株式会社 

京浜急行電鉄株式会社    相模鉄道株式会社      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      横浜高速鉄道株式会社    横浜市交通局 

株式会社ゆりかもめ 

 

●バス事業者（３４社局） 

 東京都交通局        東急バス株式会社     京王電鉄バス株式会社 

 関東バス株式会社      西武バス株式会社     国際興業株式会社 

 小田急バス株式会社     京浜急行バス株式会社   京成バス株式会社 

 東武バスセントラル株式会社 日立自動車交通株式会社  京王バス東株式会社 

 株式会社東急トランセ    京成タウンバス株式会社  京王バス南株式会社 

 京王バス中央株式会社    京王バス小金井株式会社  横浜市交通局 

 神奈川中央交通株式会社   川崎市交通局       相鉄バス株式会社 

 神奈川中央交通西株式会社  神奈川中央交通東株式会社 東武バスイースト株式会社 

 阪東自動車株式会      東京ベイシティ交通株式会社 千葉海浜交通株式会社 

 ちばシティバス株式会社   東武バスウエスト株式会社 茨城急行自動車株式会社 

 川越観光自動車株式会社   朝日自動車株式会社    西武観光バス株式会社 

 国際十王交通株式会社 

参考３ 


