
精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（鉄道編）
＊県境をまたがる事業者は原則本社のある都道府県に記載しています

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年7月版（一部更新）
掲載のない事業者や内容がございましたらお知らせください。

地域 県名 事業主体
鉄道等事業社名
*一般社団法人日本民営鉄道協会加盟

精神保健福祉手帳の割引内容(色付）×は無し URL

公営 札幌市交通局
１・２級　市内バス、地下鉄、市電
＊但、タクシー利用券もしくは自動車燃料費との３択
から交通運賃を選んだ方のみ、札幌市民

http://www.city.sapporo.jp/shogaifuku
shi/kotsuhi/

公営 函館市企業局交通部
函館市障害者等外出支援事業
精神障害者保健福祉手帳所持の函館市民は公共交通機
関の乗車料金の負担を軽減

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
bunya/hakodateshiden/

私鉄 青い森鉄道　*
50%割引（１級）
　＊回数券・定期券も50%割引

http://aoimorirailway.com

私鉄 津軽鉄道 * 50%割引（介助者1人まで） http://tsutetsu.com

私鉄 弘南鉄道 * 50%割引（介助者1人まで） http://konantetsudo.jp

地方
セクター

由利高原鉄道 × http://www.obako5.com/

地方
セクター

秋田内陸縦貫鉄道 × http://www.akita-nairiku.com/

地方
セクター

三陸鉄道
50%割引（１級は介助者1人も割引）
＊201711情報提供により更新

http://www.sanrikutetsudou.com/?p=4
804

私鉄 IGいわて銀河鉄道 50%割引（１級は介助者1人も割引） http://www.igr.jp

私鉄 岩手開発鉄道　＊ ×貨物専用 http://kaihatsu-railway.co.jp/

公営 仙台市交通局 精神の割引は仙台市・宮城県の手帳のみ
http://www.city.sendai.jp/fukushi/shog
ai/shakai/1005.html

地方
セクター

阿武隈急行 × http://www.abukyu.co.jp/

地方
セクター

仙台空港鉄道　＊ × http://www.senat.co.jp/

地方
セクター

会津鉄道 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.aizutetsudo.jp

私鉄 福島交通（飯坂電車）＊
50%割引（介助者1人まで）回数券・定期も適用
H28年４月より実施

http://www.fukushima-
koutu.co.jp/train/

山形
地方

セクター
山形鉄道 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.flower-liner.jp

公営
東京都交通局
(都営地下鉄、都営バス、都電荒川
線、日暮里・舎人ライナー)

無料＊都内在住者に限る
(事前に精神障害者都営交通乗車証を発行)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.j
p/shougai/nichijo/jousyasyo.html

私鉄 京王電鉄　＊ × http://www.keio.co.jp/

私鉄 京成電鉄　＊ × http://www.keisei.co.jp/

私鉄 京浜急行電鉄　＊ × http://www.keikyu.co.jp/

私鉄
首都圏新都市鉄道
（つくばエクスプレス）

× http://www.mir.co.jp/

私鉄 小田急電鉄　＊ × http://www.odakyu.jp/

私鉄 西武鉄道　＊ ×
http://www.seibu-
group.co.jp/railways/

私鉄 東京地下鉄（メトロ）　＊ × http://www.tokyometro.jp/index.html

私鉄 東京モノレール × http://www.tokyo-monorail.co.jp/

私鉄 東京急行電鉄　＊ × http://www.tokyu.co.jp/

私鉄 東武鉄道　＊ × http://www.tobu.co.jp/

私鉄 高尾登山電鉄(ケーブルカー)　＊ 50%割引（1級は介助者1人も割引）
http://www.takaotozan.co.jp/timeprice
/

私鉄 京王御岳登山鉄道
およそ50%割引（手帳提示で本人と介助者1人、種別
区分無し）

https://www.mitaketozan.co.jp/timetab
le

都市型
セクター

ゆりかもめ × http://www.yurikamome.co.jp/

都市型
セクター

多摩都市モノレール × http://www.tama-monorail.co.jp/

都市型
セクター

東京臨海高速鉄道
（りんかい線）

× http://www.twr.co.jp/

1北海道

2東北

3関東

福島

東京

北海道

青森

秋田

岩手

宮城

1 / 5 ページ

http://konantetsudo.jp/
http://kaihatsu-railway.co.jp/
http://www.aizutetsudo.jp/
http://www.flower-liner.jp/
http://www.city.sendai.jp/fukushi/shogai/shakai/1005.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/jousyasyo.html
http://www.tobu.co.jp/
http://www.keisei.co.jp/
http://www.seibu-group.co.jp/railways/
http://www.keio.co.jp/
http://www.odakyu.jp/
http://www.tokyu.co.jp/
http://www.keikyu.co.jp/
http://www.tokyometro.jp/index.html
http://www.tokyo-monorail.co.jp/
http://www.senat.co.jp/
http://www.mir.co.jp/
http://www.twr.co.jp/
http://www.yurikamome.co.jp/
http://www.tama-monorail.co.jp/
http://www.abukyu.co.jp/
http://www.sanrikutetsudou.com/?p=4804
http://www.obako5.com/
http://www.akita-nairiku.com/
http://www.igr.jp/
http://www.takaotozan.co.jp/timeprice/
http://aoimorirailway.com/
http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/kotsuhi/
http://tsutetsu.com/


精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（鉄道編）
＊県境をまたがる事業者は原則本社のある都道府県に記載しています

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年7月版（一部更新）
掲載のない事業者や内容がございましたらお知らせください。

地域 県名 事業主体
鉄道等事業社名
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地方
セクター

ひたちなか海浜鉄道　＊ 50％割引（介助者も1人まで） http://www.hitachinaka-rail.co.jp/

地方
セクター

鹿島臨海鉄道 × http://www.rintetsu.co.jp/

私鉄 関東鉄道　＊ × http://kantetsu.co.jp/

地方
セクター

真岡鉄道 × http://www.moka-railway.co.jp/

私鉄 野岩鉄道 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.yagan.co.jp

地方
セクター

わたらせ渓谷鉄道 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.watetsu.com

私鉄 上毛電気鉄道 ＊
50%割引
＊群馬県庁が精神手帳による割引を紹介している

http://www.jomorailway.com

私鉄 上信電鉄 ＊
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊定期券も50%割引

http://www.joshin-dentetsu.co.jp

私鉄 秩父鉄道 ＊
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引

http://www.chichibu-railway.co.jp

都市型
セクター

埼玉新都市交通 × http://www.new-shuttle.jp/

都市型
セクター

埼玉高速鉄道 × http://www.s-rail.co.jp/

公営 横浜市交通局 ×
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu
/

私鉄 江ノ島電鉄　＊ × http://www.enoden.co.jp/

私鉄 相模鉄道　＊ × http://www.sotetsu.co.jp/

私鉄 湘南モノレール　＊ × http://www.shonan-monorail.co.jp/

私鉄 箱根登山鉄道　＊ × http://www.hakone-tozan.co.jp/

私鉄 大山観光電鉄（大山ケーブル）
およそ50%割引（１種は本人と介助者1人、２種は本
人のみ）

https://www.ooyama-
cable.co.jp/timetable/

都市型
セクター

横浜高速鉄道 × http://www.mm21railway.co.jp/

都市型
セクター

横浜シーサイドライン × http://www.seasideline.co.jp/

地方
セクター

いすみ鉄道 × http://www.isumirail.co.jp/

私鉄 小湊鉄道　＊ × http://www.kominato.co.jp/

私鉄 銚子電鉄　＊ 50%割引 http://www.choshi-dentetsu.jp/

私鉄 新京成電鉄　＊ × http://www.shinkeisei.co.jp/

私鉄 山万ユーカリが丘線　＊ × http://town.yukarigaoka.jp/yukariline/

私鉄 東葉高速鉄道 × http://www.toyokosoku.co.jp/

私鉄 流鉄 × http://ryutetsu.jp/

都市型
セクター

北総鉄道 ×
http://www.hokuso-
railway.co.jp/pc/index.html

都市型
セクター

芝山鉄道 × http://www.sibatetu.co.jp/

都市型
セクター

千葉都市モノレール × http://chiba-monorail.co.jp/

私鉄
舞浜リゾートライン
(ディズニーランド)

×
http://www.tokyodisneyresort.jp/treas
ure/fantasy/drl/info.html

私鉄 千葉都市モノレール 精1級、小児：精2-3級　50％割引
http://chiba-
monorail.co.jp/index.php/ryoukin/

群馬

埼玉

千葉

神奈川
3関東

茨城

栃木
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地方
セクター

天竜浜名湖鉄道　2018年7月更新
50%割引
（１～3級、1級のみ介助者1人まで50％割引）

http://www.tenhama.co.jp

私鉄
遠州鉄道株式会社　＊
（遠鉄電車）

50%割引
（1級または12歳未満は介助者1人まで）
＊1日乗車券・定期券も50%割引
＊障がい者用ナイスパスの発行も可

http://www.entetsu.co.jp/tetsudou

私鉄 静岡鉄道 50%割引（1級は介助者1人も割引）
http://train.shizutetsu.co.jp

私鉄 伊豆急行　＊ × http://www.izukyu.co.jp/

私鉄 伊豆箱根鉄道　＊ × http://www.izuhakone.co.jp/

私鉄 岳南電車　＊ ×
http://www.fujikyu.co.jp/gakunan/g_in
dex.html

私鉄 大井川鉄道　＊ × http://oigawa-railway.co.jp/

地方
セクター

北越急行 × http://www.hokuhoku.co.jp/

私鉄 えちごトキめき鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊定期券は30%割引
＊券売機で「こども用切符」購入も可

http://www.echigo-tokimeki.co.jp

地方
セクター

しなの鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
 ＊回数券・定期券も50%割引

http://www.shinanorailway.co.jp

私鉄 アルピコ交通　＊ × http://www.alpico.co.jp/traffic/

私鉄 長野電鉄　＊ × http://www.nagaden-net.co.jp/

私鉄 上田電鉄　＊2018年11月更新
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊定期券も50％割引

http://www.uedadentetsu.com/

山梨 私鉄 富士急行　＊ × http://www.fujikyu-railway.jp/

公営 名古屋市交通局
無料：名古屋市民に限る(福祉特別乗車券交付)
＊4月より名古屋市外者には50％割引適応

http://www.kaigo-
wel.city.nagoya.jp/view/wel/shiori/soci
al/koueikoutu.html

私鉄 名古屋鉄道　＊ × http://top.meitetsu.co.jp/

私鉄 東海交通事業　JR東海G × http://www.tkj-i.co.jp/

私鉄 豊橋鉄道　＊ × http://www.toyotetsu.com/

都市型
セクター

名古屋臨海高速鉄道
（あおなみ線　）2018年度7月更新

50％割引　精神障害者保健福祉手帳所持者　
http://www.aonamiline.co.jp/pc/pdf/se
isinn.pdf

都市型
セクター

愛知環状鉄道 × http://www.aikanrailway.co.jp/

都市型
セクター

愛知高速交通（リニモ） × http://www.linimo.jp/

地方
セクター

長良川鉄道
50%割引（介助者1人まで）
＊回数券・定期券も50%割引

http://www.nagatetsu.co.jp

地方
セクター

明知鉄道 50％割引 http://www.aketetsu.co.jp/

地方
セクター

樽見鉄道 × http://tarumi-railway.com/

私鉄 養老鉄道 × http://www.yororailway.co.jp/

地方
セクター

万葉線　＊
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊高岡市HPによる、公式サイトは記載なし

http://www.manyosen.co.jp

地方
セクター

富山ライトレール １級、小児は２・３級 http://www.t-lr.co.jp/

私鉄 あいの風とやま鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引

http://ainokaze.co.jp

私鉄 富山地方鉄道（鉄道・軌道）＊
50%割引
（1級または12歳未満は介助者1人も割引）
＊障がい者用ecomyca（ICカード）発行可

http://www.chitetsu.co.jp

私鉄 黒部峡谷鉄道 50%割引 http://www.kurotetu.co.jp/

地方
セクター

のと鉄道　　　2017年7月更新 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.nototetsu.co.jp/

私鉄 IRいしかわ鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引
＊JR線にまたがって乗車する場合は適用なし

http://www.ishikawa-
railway.jp/ticket/ticket_others.html

私鉄 北陸鉄道　＊　2017年7月更新
50%割引（介助者1人まで）
＊定期券は３０％割引（本人のみ）

http://www.hokutetsu.co.jp/

地方
セクター

えちぜん鉄道 ＊
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券も50%割引

http://www.echizen-tetudo.co.jp

私鉄 福井鉄道 ＊
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券も50%割引

http://www.fukutetsu.jp/pdf/train_rule.
pdf#zoom=75

私鉄 三岐鉄道　＊ × http://www.sangirail.co.jp/

地方
セクター

伊勢鉄道 × http://www.isetetu.co.jp/

長野

愛知

三重

岐阜

冨山

石川

福井

静岡

新潟

4中部
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地方
セクター

信楽高原鉄道 × http://koka-skr.co.jp/

私鉄 近江鉄道 × http://www.ohmitetudo.co.jp/railway/

公営 京都市交通局 １級（介助者含）、２・３級　市民は無料、
http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/categ
ory/166-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html

地方
セクター

京都丹後鉄道
（旧北近畿タンゴ）

× http://trains.willer.co.jp/

私鉄 京福電鉄　＊ × http://www.keifuku.co.jp/

私鉄 叡山電鉄　＊ ×

私鉄 嵯峨野観光鉄道　＊ × http://www.sagano-kanko.co.jp/

公営
大阪市営交通
(地下鉄、ニュートラム、バス)

１級（介助者含）・２級無料、３級50％
＊12歳未満の小児については、等級にかかわらず10
割引（同乗する介助者1名も含む）

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/pag
e/0000006310.html

私鉄 近畿日本鉄道　＊ × http://www.kintetsu.co.jp/

私鉄 京阪電鉄　＊ × https://www.keihan.co.jp/

私鉄 阪神電鉄　＊ × http://rail.hanshin.co.jp/

私鉄 南海電鉄　＊ × http://www.nankai.co.jp/

私鉄 阪堺電気軌道 × http://www.hankai.co.jp/

私鉄 泉北高速鉄道　＊ × http://www.semboku.jp/company/

私鉄 水間鉄道　＊ × http://www.suitetsu.com/

都市型
セクター

北大阪急行電鉄　＊ × http://www.kita-kyu.co.jp/

都市型
セクター

大阪高速鉄道
（大阪モノレール）

× http://www.osaka-monorail.co.jp/

奈良 私鉄 近畿日本鉄道 × http://www.kintetsu.co.jp/

私鉄 紀州鉄道 × http://www.kitetsu.co.jp/

私鉄 和歌山電鉄 × http://www.wakayama-dentetsu.co.jp/

公営 神戸市交通局 ×
http://www.city.kobe.lg.jp/life/access/t
ransport/

地方
セクター

北条鉄道 × http://www.hojorailway.jp/

私鉄 阪急電鉄　＊ × http://www.hankyu.co.jp/

私鉄 山陽電鉄　＊ ×
http://www.sanyo-
railway.co.jp/index.html

私鉄 神戸電鉄　＊ × http://www.shintetsu.co.jp/

私鉄 北神急行電鉄 × http://www.hokushinkyuko.co.jp/

私鉄 能勢電鉄　＊ × http://noseden.hankyu.co.jp/

都市型
セクター

神戸高速鉄道 × http://www.kobe-kousoku.jp/

都市型
セクター

神戸新交通 × http://www.knt-liner.co.jp/

5近畿

大阪

京都

和歌山

兵庫

滋賀
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精神障害者保健福祉手帳運賃割引有無一覧（鉄道編）
＊県境をまたがる事業者は原則本社のある都道府県に記載しています

全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）2018年7月版（一部更新）
掲載のない事業者や内容がございましたらお知らせください。

地域 県名 事業主体
鉄道等事業社名
*一般社団法人日本民営鉄道協会加盟

精神保健福祉手帳の割引内容(色付）×は無し URL

地方
セクター

若桜鉄道 × http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

私鉄 智頭急行
普通乗車回数券・特殊回数券に対し
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊普通乗車券・定期券には適用なし

http://www.chizukyu.co.jp

地方セク
ター

井原鉄道 × http://plus.harenet.ne.jp/~ibarasen/

私鉄 水島臨海鉄道　＊ 50%割引（１・２級のみ） http://www.mizurin.co.jp/

私鉄 岡山電気軌道　＊
50%割引（定期券も含む）
小人については適用なし

http://www.okayama-
kido.co.jp/tramway/

島根 私鉄 一畑電鉄　＊ 50%割引 http://www.ichibata.co.jp/railway

私鉄 広島電鉄 ＊
大人：50%割引＊定期券にも適用
（1級は介助者2人まで無料）
小人：付き添い２人まで無料

http://www.hiroden.co.jp

私鉄 スカイレールサービス 50%割引（１・２級のみ）

都市型
セクター

広島高速交通
（アストラムライン）

50%割引（１・２級のみ） http://www.astramline.co.jp/

山口
地方

セクター
錦川鉄道 50％（１級のみ）*清流線内のみ http://nishikigawa.com/

愛媛 私鉄 伊予鉄道　＊ × http://www.iyotetsu.co.jp/

香川 私鉄 高松琴平電鉄　＊ × http://www.kotoden.co.jp/

地方
セクター

とさでん交通 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.tosaden.co.jp/train/

私鉄 土佐くろしお鉄道

50%割引
（1級または12歳未満は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引
＊高知県庁が精神手帳による割引を紹介

http://www.tosakuro.co.jp

徳島
地方

セクター
阿佐海岸鉄道 × http://asatetu.com/

公営 福岡市交通局 １級で福祉乗車証・福祉割引証を交付無料 http://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/

地方
セクター

平成筑豊鉄道 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.heichiku.net

私鉄 甘木鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引

http://www.amatetsu.jp

私鉄 西日本鉄道　＊ 50%割引（1級は介助者1人も割引） http://www.nishitetsu.co.jp/

私鉄 筑豊電鉄
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引(介助者は通勤定期代）

http://www.chikutetsu.co.jp/kind_ticke
t/care.php

都市型
セクター

北九州モノレール 50%割引
http://www.kitakyushu-
monorail.co.jp/fare/

佐賀 私鉄 甘木鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引

http://www.amatetsu.jp

地方
セクター

松浦鉄道
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引

http://matutetu.com

私鉄 島原鉄道　＊
50%割引（1級は介助者1人も割引）
＊回数券・定期券も50%割引

http://www.shimatetsu.co.jp

私鉄 長崎電気軌道　＊ 50%割引 http://www.naga-den.com/

公営 熊本市交通局　熊本市電 精神障害者保健福祉手帳の所持者　５０％割引 http://www.kotsu-kumamoto.jp/

地方
セクター

南阿蘇鉄道 × 2018.4事業者より適応外連絡により変更 http://www.mt-torokko.com

地方
セクター

くま川鉄道 × http://www.kumagawa-rail.com/

私鉄 肥薩おれんじ鉄道
50%割引（1級は介助人1人も割引）
＊単独乗車は100km以上乗車する場合に限る

http://www.hs-orange.com

私鉄 熊本電気鉄道 ＊ 50%割引：鉄道・一般路線バス http://www.kumamotodentetsu.co.jp

私鉄 島原鉄道 × http://www.shimatetsu.co.jp/

鹿児島 公営
鹿児島市交通局
（鹿児島市電、バス）

５0％割引 http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/

宮崎 その他 高千穂あまてらす鉄道 △鉄道免許なし、遊具としてスーパーカー運用 http://torokko.jp/

大分 その他 私鉄なし
△鉄道免許はあるが、ラクテンチ（遊園地の中にあ
る）ケーブルカー

http://www.rakutenchi.jp/amuse_info/
#c02

9沖縄 沖縄 私鉄
沖縄都市モノレール
（ゆいレール）

50%割引 http://www.yui-rail.co.jp

JR JR北海道 × http://www.jrhokkaido.co.jp/

JR東日本 × http://www.jreast.co.jp/

JR東海 × http://jr-central.co.jp/

JR西日本 × https://www.westjr.co.jp/

JR四国 × http://www.jr-shikoku.co.jp/

JR九州 × http://www.jrkyushu.co.jp/index.jsp

広島

８九州

６中国

７四国

熊本

高知

福岡

長崎

鳥取

岡山
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