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ジョルダン「乗換案内」 フリーパス検索の対応券種をさらに拡充
「東急線トライアングルパス」 「1日フリーきっぷ（天浜線）」ほか
券種数を倍増、100券種以上の検索に対応！
ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下ジョルダン）は、2021
年12月17日（金）より順次、iOS/Android向けアプリおよびWEBサイト「乗換案内」にて提供中の「フ
リーパス検索」で、対応券種の拡充を行っています。
ジョルダンはこれまでにも、フリーパス（注）で利用可能な交通機関を用いた経路検索機能の先駆けと
して「青春18きっぷ検索」を2003年より提供しており、長年にわたり大変ご好評いただいています。
今回、本年3月より提供を開始している「フリーパス検索」の対応券種数を、これまでの49券種から
118券種へ倍増します。フリーパスを利用した経路検索機能としては業界最多となります。
「フリーパス検索」モードでは、券種を指定して検索することにより、そのフリーパスで利用可能な交
通機関に限定した経路を表示することができます。今回追加した券種の一例として、人気ショッピング
エリアが乗り放題の「東急線トライアングルパス」や、神戸エリアの散策に便利な「神戸街めぐり1day
クーポン」などがあります。
さらに、ジョルダンがモバイルチケット販売を手掛ける、秋田内陸縦貫鉄道・天竜浜名湖鉄道・大阪モ
ノレール・長崎電気軌道などのフリーきっぷ等にも追加対応します。これにより、検索・チケット購入・乗
車を乗換案内アプリ一つで完結させることができるMaaS対応機能として、さらにシームレスで快適
な移動体験を提供します。これらのソリューションを組み合わせることで、新型コロナウイルス感染症に
よる環境変化を受けて求められている対面接触機会の軽減にもつながり、お客さまの安心にも貢献し
ます。
対応券種は、今後さらなる追加を予定しています。
ジョルダンは今後も、生活に不可欠なツールとなっている「乗換案内」を通じて、MaaS社会を見据え
たさらに便利で快適な移動とくらしをサポートできるよう、企画開発や機能向上に努めてまいります。
（注） 指定交通機関が乗り降り自由となる企画乗車券類

＜本件に関するお問い合わせ先＞
一般の方からの問い合わせ先
ジョルダン株式会社
運用部 安田 ／ CS推進グループ 橋浦
〒160-0022 東京都新宿区新宿２-５-１０
TEL：03-5369-4051 FAX：03-5369-4057
E-mail: norikae-web@jorudan.co.jp
※サービス内容についての問い合わせはメールにて対応します。

報道関係の方からの問い合わせ先
ジョルダン 広報担当
㈱ＶＡインターナショナル
田中／後藤／西岡
TEL：03-3499-0016
FAX：03-3499-0017
E-mail：vai@va-intl.co.jp

「フリーパス検索」対応券種拡大 概要
●「フリーパス検索」にて対応するフリーパス （116券種）
★・・・今回追加となる券種（69券種）
★地下鉄専用１日乗車券（札幌）

★秩父フリーきっぷ

★ドニチカキップ（札幌地下鉄）

★下町日和きっぷ

・札幌市電路面電車１日乗車券

★国際興業バス一日乗車券

・どサンこパス（札幌市電）

★西武バス1DayPass

★秋田内陸ワンデーパス

★関東バス一日乗車券

★大黒様きっぷ（弘南鉄道）

★京王バス全線一日乗車券

★地下鉄一日乗車券（仙台）

★小田急バス1日乗車券

★るーぷる仙台・地下鉄共通一日乗車券

★川崎市バス1日乗車券

★るーぷる仙台一日乗車券

★横浜市営バス1日乗車券

★佐渡1dayパス

★横浜市営地下鉄・市営バス共通1日乗車券

★佐渡2dayパス

★神奈川中央交通一日フリー乗車券

★佐渡3dayパス

★海浜1日乗車券（千葉海浜交通）

・東京メトロ24時間券

★Meets! HANNO Pass 2 名栗エリア1日乗車券

・都営地下鉄ワンデーパス

・大島バス1日乗車券

・都営まるごときっぷ

・大島バス2日乗車券

・東京メトロ・都営地下鉄共通一日乗車券

・八丈町営バス2日間バス・温泉BU・S・PA

・Tokyo Subway Ticket

★関東鉄道竜ヶ崎線１日乗車券

・都区内パス

★関東鉄道竜ヶ崎線・龍ケ崎市コミュニティバス

・東京フリーきっぷ

1日乗車券

・小田急東京メトロパス

・バス・地下鉄全線一日乗車券（名古屋市）

・東急東京メトロパス

・バス全線一日乗車券（名古屋市）

・東上東京メトロパス

・地下鉄全線24時間券（名古屋市）

・東武東京メトロパス

・ドニチエコきっぷ（名古屋市）

・東葉東京メトロパス

・名鉄電車全線2DAYフリーきっぷ

・SR東京メトロパス

・青空フリーパス

・TX東京メトロパス

★1日フリーきっぷ [天浜線]（天竜浜名湖鉄道）

・西武東京メトロパス

★みかんきっぷ(新所原～天竜二俣 1日フリー

・京王東京メトロパス
・京王・東京メトロ・都営地下鉄パス
・TOKYO探索きっぷ（京王）

きっぷ) [天浜線]（天竜浜名湖鉄道）
★茶畑きっぷ(掛川～西鹿島 1日フリーきっぷ)
[天浜線]（天竜浜名湖鉄道）

・TOKYO探索きっぷ（TX）

・1日乗車券「エンジョイエコカード」（大阪）

・東京1DAYきっぷ（京急）

・歩くまち・京都レールきっぷ（1日版）

・江の島・鎌倉フリーパス

・大阪周遊パス1日券（大阪エリア版）

★東急線ワンデーパス

・大阪周遊パス1日券（阪急拡大版）

★東急線・東急バス 一日乗り放題パス

・大阪周遊パス1日券（阪神拡大版）

★東急線トライアングルパス

・大阪周遊パス1日券（南海関空版）

★西武東急線トライアングルパス

・大阪周遊パス1日券（万博記念公園版）

★東上横浜ベイサイドきっぷ

・大阪周遊パス2日券

★西武横浜ベイサイドきっぷ

（次頁へつづく）

●「フリーパス検索」にて対応するフリーパス （116券種） （つづき）
★・・・今回追加となる券種（69券種）
・ようこそ大阪きっぷ

★下津井循環線とこはい号1日乗車券（下津井電鉄）

★阪急阪神1dayパス

★ALL IYOTETSU 1Day PASS

★神戸街めぐり1dayクーポン（神戸エリア版）

★ALL IYOTETSU 2Day PASS

★神戸街めぐり1dayクーポン（北神・神鉄拡大版） ★ALL IYOTETSU 3Day PASS
★神戸街めぐり1dayクーポン（神鉄拡大版）

★ALL IYOTETSU 4Day PASS

★神戸街めぐり1dayクーポン（山陽・明石以東版） ・伊予鉄市内電車1Dayチケット
★神戸街めぐり1dayクーポン（山陽・全線版）

・伊予鉄市内電車2Dayチケット

★神戸街めぐり1dayクーポン（阪急拡大版）

・伊予鉄市内電車3Dayチケット

★神戸街めぐり1dayクーポン（阪神拡大版）

・伊予鉄市内電車4Dayチケット

★神戸街めぐり1dayクーポン（近鉄拡大版１）

・北九州市営バス1日乗車券

★神戸街めぐり1dayクーポン（近鉄拡大版２）

★1日乗車券（福岡市地下鉄）

★京阪電車大阪・京都1日観光チケット

・熊本市電1日乗車券

★京阪・Osaka Metro

★まちなかループバス24時間乗り放題チケット

1日フリーチケット

★叡山電車・京阪電車1日観光チケット
★宇治・伏見1dayチケット
★比叡山延暦寺巡拝 京阪線きっぷ
★比叡山延暦寺巡拝 大津線きっぷ
★京阪電車

びわ湖1日観光チケット

（熊本市）
★市電・市バス・シティビュー1日乗車券
（鹿児島市交通局）
★市電・市バス・シティビュー24時間乗車券
（鹿児島市交通局）

★大阪モノレール休日満喫1dayモバイルチケット

★大分きゃんバス1日乗車券

★大阪モノレールオフピークモバイルチケット

★長崎電気軌道 一日乗車券

★市バス・地下鉄共通1日乗車券（神戸）

★長崎電気軌道 24時間乗車券

★近鉄全線3日間フリーきっぷ

★南城市Nバス1日乗車券

★近鉄週末フリーパス
● 「青春18きっぷ検索」にて対応するフリーパス （2券種）
・青春18きっぷ
・青春18きっぷ北海道新幹線オプション券
合計 118券種
※フリーパスを利用した経路検索機能としては業界最多（2021年12月16日現在、当社調べ）
【ご案内】
• 「フリーパス検索」および「青春18きっぷ検索」は、有料機能（Plusモード）での提供となります。ただ
し、WEBサイトの「青春18きっぷ検索」は、基本機能のみ無料でご利用いただけます。
• 「フリーエリアまでの往復＋フリーエリア内乗り降り自由」のタイプのフリーパスは、フリーエリアまで
の往復区間も検索対象としています。
• 「フリーパス検索」では、検索範囲内の駅やバス停のほか、その周辺のスポットを発着地に指定して検
索することもできます。
• フリーパスのみで乗車可能な交通機関のほか、一部別途特急券等を購入することで乗車可能な交通
機関も検索します。

「フリーパス検索」の利用方法

(1) アプリトップから「メニュー」を選択

(2) 「フリーパス検索」を選択

POINT!
検索範囲周辺の

スポットでも
検索OK!

(3) 「検索設定」から利用する券種を選び、
検索条件を入力して検索

(4) 設定したフリーパスで利用可能な
範囲に限定した検索結果を表示

※ 画面はiOSアプリのものです。Androidアプリの場合、画面に若干の違いがあります。
※ 画面は開発中のものにつき、予告なく変更することがあります。

製品・サービス概要
【iOSアプリケーション】
アプリケーション名称

「乗換案内」

対応OS

iOS12.0以降

価格

無料（Plusモードを利用するには期間に応じたプラン
の購入が必要です）

入手方法

App Storeにて「乗換案内 ジョルダン」で検索

【Androidアプリケーション】
アプリケーション名称

「乗換案内」

対応OS

Android OS 5.0以降

価格

無料（Plusモードを利用するには期間に応じたプラン
の購入が必要です）

入手方法

Google Playにて「乗換案内 ジョルダン」で検索

【パソコン/スマートフォン向けWEBサイト】
サービス名称

「乗換案内」

対応ブラウザ

Windows：Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge(最新版)、
Google Chrome(最新版)、Mozilla Firefox(最新版)
macOS：Safari(最新版)、Google Chrome(最新版)、Mozilla Firefox(最新版)

価格

無料（PREMIUMを利用するには期間に応じたプランの購入が必要です）

URL

https://www.jorudan.co.jp/

※ 記載された情報は、発表日現在のものです。
※ 記載されている会社名、製品名および名称は各社の登録商標または商標です。

（参考）
ジョルダンとは…
1979年12月に設立したジョルダンは、乗換案内を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、
旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立
することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは
累計3,800万ダウンロードを越え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。また、2018年7月、J
MaaS株式会社を設立し、交通サービスのプラットフォームへの参画企業を募るなど、MaaSビジネスを積極的
に展開しています。

