2021 年 2 月 18 日
近江鉄道株式会社
湖国バス株式会社
西日本旅客鉄道株式会社

近江鉄道バスと湖国バスで ICOCA 利用開始！
～2021 年 3 月 27 日（土）からサービス開始～
近江鉄道株式会社（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：飯田 則昭）のバス事業と湖国バス株式会社（本
社：滋賀県彦根市、代表取締役：立川 敬一）では、2021 年 3 月 27 日（土）から西日本旅客鉄道株式会
社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：長谷川一明）の「ICOCA」をご利用いただけます。
詳細は、以下のとおりです。

記
１．サービス開始スケジュール
日
2021 年 3 月

程
7 日（日）

内

容

ICOCA 利用可能エリアの紙定期券の販売終了
（ICOCA 利用不可能エリアの紙定期券については引き続き販売）

2021 年 3 月 13 日（土） 2021 年４月 1 日から利用可能なバス ICOCA 定期券発売開始
2021 年 3 月 24 日（水）

案内所の営業終了時間をもって近江鉄道バス IC カード(自社 IC カード)
(以下、近江鉄道バス IC カードと呼ぶ)の現金チャージ扱い終了

2021 年 3 月 27 日（土） 始発便から全国交通系 IC カードのチャージ残高での運賃支払い利用開始
2021 年 3 月 31 日（水） 最終バスの運行をもって近江鉄道バス IC カードの利用終了
2021 年 4 月

1 日（木）

始発便からバス ICOCA 定期券利用開始
近江鉄道バス IC カードの手数料無料で払い戻し開始

2022 年 3 月 31 日（木） 近江鉄道バス IC カードの払い戻し手続き終了
※2021 年 3 月の定期券は、2021 年 3 月 7 日（日）までにお買い求めください。
２．ICOCA がご利用可能になるエリア
・近江鉄道バス：路線バス及び一部を除くコミュニティバス
日野町営バス、草津市まめバス、草津・栗東・守山くるっとバスはご利用いただけません。
・湖国バス：彦根営業所（運行エリア：彦根市、多賀町、甲良町）の路線バスとコミュニティバス
長浜営業所（運行エリア：米原市、長浜市、高島市）のコミュニティバスはご利用いただけません。
３．ICOCA（全国相互利用が可能な交通系 IC カード）チャージ残高での運賃支払い
ICOCA または全国相互利用が可能な交通系 IC カードにチャージされた残高を使って ICOCA 利用可
能エリアの路線バスの運賃をお支払いいただくことができます。
チャージ残高をご利用の際には、ご乗車時にバス中扉または後扉の入り口付近に設置されている青色
の IC カードリーダーに ICOCA をタッチしてください。

降車時は、運転席横の運賃箱に設置されている黄色の IC カードリーダーに ICOCA をタッチすると
自動でご乗車区間の運賃がチャージ残高から引き去られます。

〈 乗車時の IC カードリーダー〉

〈降車時の IC カードリーダー〉

４．ICOCA ポイントサービスについて
ICOCA にチャージされた残高を使ってバスの運賃をお支払いいただくと、1 ヶ月（1 日～末日）の
ご利用実績に応じて、ICOCA ポイントが貯まります。ご利用金額の内、最低利用金額の 1，000 円を
除いた金額の 15%を ICOCA ポイントとして翌月末頃に付与いたします。
この ICOCA ポイントをチャージするとバス運賃のほか、JＲ西日本 ICOCA エリアの電車運賃やコ
ンビニ等のお買い物にご利用いただくことができます。
（利用例）バス運賃をチャージ残高から 8，800 円ご利用されたお客さま

月間利用額
8,800円

ポイント対象
7,800円

×

15% ＝

次月に
1,170ﾎﾟｲﾝﾄ付与

最低利用金額
1,000円
４-1．ICOCA ポイントサービス登録について
ICOCA ポイントサービスをご利用するためには、利用登録が必要です。
利用登録は、JR 西日本の ICOCA エリア内の駅の紺色およびピンク色の自動券売機または JR 西日
本の Web サイトから実施できます。
（利用登録処理が完了した月からポイント計算対象となります。）
（例）2021 年 4 月 1 日から ICOCA のチャージ残高で近江鉄道バスをご利用いただく方
・2021 年 4 月 30 日までに利用登録された場合は、4 月 1 日～4 月 30 日のバスご利用分が、
ポイント計算対象となります。

４-２．ICOCA ポイントのチャージについて
ICOCA ポイントは、ご利用月の翌月末頃にポイントが付与され、付与されたポイントは、ポイント
チャージにより受取りが可能です。
ポイントチャージは、JR 西日本の ICOCA エリア内の駅の自動券売機、のりこし精算機や近江鉄道・
湖国バスの窓口で 1 ポイント=1 円としてチャージできます。

４-３．その他
ICOCA ポイントに有効期限はありませんが、25 カ月以上チャージまたはポイントチャージがない
場合は利用登録が解除されます。
ポイントチャージは、チャージ残高が 20,000 円を超えない範囲で全額チャージされます。
（チャージするポイント数を指定することはできません）
５．定期券について
５-1．定期券の発売について
ICOCA のご利用可能エリアでは、ICOCA に近江鉄道バスまたは湖国バスの定期券情報を載せること
ができ、従来の紙の定期券に代わり、バス ICOCA 定期券として発売いたします。
バス ICOCA 定期券の発売に伴い、ICOCA のご利用可能エリアでは従来の紙定期券の発売を 2021
年３月 7 日に終了いたします。
※お客様がお持ちの ICOCA にバス ICOCA 定期券を載せることができます。定期券購入時に、新た
に ICOCA を購入される場合は、デポジット 500 円が別に必要となります。

５-2．定期券の利用方法について
バス ICOCA 定期券は、バス停の区間ごとに発売する区間式定期券から、主にご利用される区間の
運賃で発売する金額式定期券に変更いたします。
（利用例）片道 210 円のバス ICOCA 定期券をお持ちのお客さま

５-3．ICOCA を販売するエリアの定期券の種類について
現在販売している各種定期券は金額を据え置き、バス ICOCA 定期券として発売いたします。
また、金額式定期券への変更に伴い、下記の通り定期券の種類を変更いたします。
既に販売した定期券は、券面記載の利用期間中、引き続きご利用いただけます。
定期券名

変更状況

通勤定期券

バス ICOCA 定期券に移行

通学定期券

バス ICOCA 定期券に移行

通学学期定期券

バス ICOCA 定期券に移行

小判手形

バス ICOCA 定期券に移行

スーパー学割定期券

バス ICOCA 定期券に移行

高齢者おでかけパス

バス ICOCA 定期券に移行

青春フリー定期券

バス ICOCA 定期券に移行

通勤・通学定期回数券

廃止

守山北高定期券

廃止

５-4．定期券の発売時期および発売窓口について
混雑緩和のため、発売時期を前倒しし、2021 年 3 月 13 日（土）から、バス ICOCA 定期券（2021
年 4 月 1 日から利用可能）を発売いたします。
バス ICOCA 定期券の発売窓口は下記の通りです。
窓口名
石山案内所

営業時間

所在地

10：00～17：00

JR 石山駅バスロータリー内

13：30～14：30 除く

瀬田案内所
立命館大学
ターミナル案内所

10：00～17：00

JR 瀬田駅南口

13：30～14：30 除く

階段降りてすぐ

９：３０～17：00
10：00～17：00

草津案内所

野洲案内所

JR 野洲駅南口

13：00～14：00 除く

10：00～18：00

守山支店

13：00～14：00 除く

近江トラベル

10：00～18：00

近江八幡支店

13：00～14：00 除く

近江トラベル

10：00～18：00

八日市支店

JR 草津駅東口出てすぐ

10：00～17：00

9：00～18：00

近江トラベル

バスターミナル内

エルティー１階

10：00～17：00

八日市営業所

立命館大学草津キャンパス

13：30～14：30 除く

13：00～14：00 除く

日野観光案内所

近江鉄道ビル 1 階

タクシー乗り場前

連絡先
077-537-1800

077-543-4544

077-561-2652

077-565-8103

077-587-2059

近江鉄道日野駅構内
東近江市八日市東本町 11-3
（国道 421 号線沿い）
JR 守山駅西口
セルバ守山 1 階
JR 近江八幡駅北口
路線バス６番乗り場前
近江鉄道八日市駅構内

0748-22-5511

077-583-8103

0748-32-8103

0748-23-8103

13：00～14：00 除く

近江トラベル

10：00～18：00

彦根支店

13：00～14：00 除く

ダイワ不動産㈱

9：00～17：30

草津グリーンヒル店

（水曜日休み）

JR 彦根駅東口出てすぐ
近江鉄道ビル１階
草津市若草 5 丁目 8 番地 6

0749-22-8103

077-563-1198

※詳しい営業スケジュールは、後日近江鉄道の HP に掲載いたします。
（窓口により営業日が異なります）
※近江トラベル近江八幡支店は、2021 年 4 月 1 日より、近江八幡旅行センターに名称が変更されます。

5-5．その他
バス ICOCA 定期券は、近江鉄道バスまたは湖国バスのバス定期券と、ＪＲ西日本の鉄道定期券を、
１枚の ICOCA にまとめることができます。
また、近江鉄道バスまたは湖国バスの定期券情報は ICOCA の券面に印字されないため、発売時にお
渡しする「バス ICOCA 定期券内容控」でご確認ください。
なお、ご利用の際に「バス ICOCA 定期券内容控」の提示をお願いすることがあります。
「バス ICOCA 定期券内容控」は必ずバス ICOCA 定期券とセットでお持ちください。
※ICOCA

FLEX 定期券（新幹線定期券）には、近江鉄道バスまたは湖国バスのバス定期券を載せら

れません。

【バス ICOCA 定期券とＪＲ西日本定期券を１枚にまとめた場合】

【バス ICOCA 定期券のみ】

＜バス ICOCA 定期券内容控＞

＜バス ICOCA 定期券内容控＞

6．近江鉄道バス・湖国バス回数券および近江鉄道バス IC カードについて
ICOCA および ICOCA ポイントサービスの導入に伴い、ICOCA 導入エリアでは、下記のとおり回数券
の販売を終了いたします。
既にお持ちの回数券については、利用期限なしでご利用いただけます。
また、近江鉄道バス IC カードについては、利用終了等の対応を行います。
【回数券について】（ICOCA 導入エリアにおいて）
回数券

対応状況
販売終了日：2021 年 3 月 31 日（水）

普通回数券

利用終了日：なし

あおぞら回数券

払 戻 期 間：なし

※普通回数券、あおぞら回数券は販売終了までに、券種によって売り切れる場合があります。
※導入エリア外では、上記の回数券とその他の回数券も含め、引き続き販売します。
【近江鉄道バス IC カードについて】
乗車券名

対応状況
チャージ終了日：2021 年 3 月 24 日（水）

近江鉄道バス
IC カード

利用終了日：2021 年 3 月 31 日（水）
払 戻 期 間：2021 年４月 1 日（木）から
2022 年 3 月 31 日（木）まで

払戻窓口
瀬田案内所
立命館大学ターミナル案内所
草津案内所

※「近江鉄道バス IC カード」の払戻期限は 2022 年 3 月 31 日（木）までとなります。払戻期限ま
でに払戻手続きを行ってください。
※手数料無料で払い戻しを行います。

7．本件に関するお客さまからのお問合せ先
近江鉄道株式会社

自動車部バス営業課

TEL.0749-22-3305（平日 8：30～17：３０）

以

上

