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旅客営業規則 

規程（営）第１７－１号 

制定 昭和６３年２月２５日 

改正  令和４年４月１５日 

 第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規則は、千葉都市モノレール株式会社（以下「会社」という。）の旅客の

運送等について合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便と事業の能率的な遂行を

図ることを目的とする。 

  （適用範囲） 

第２条 会社線による旅客の運送等については、別に会社が公示する場合を除いて、こ

の規則を適用する。 

２ 会社と他運輸機関との各駅相互間について、連絡運輸となる場合の取扱は、別に定

める場合を除いて、旅客鉄道会社所定の旅客連絡運輸規則を準用する。 

（用語の意義） 

第３条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号のとおりとする。 

（１）「会社線」とは、会社の経営する軌道をいう。 

（２）「駅」とは、旅客の取扱をする停留場（連絡運輸となる場合にあっては、停車

場を含む。）をいう。 

  （３）「電車」とは、旅客を運送する電車をいう。 

  （４）「機器」とは、自動出改札システムに使用する駅務機器をいう。 

  （５）「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて

入場することをいう。 

  （運賃前払いの原則） 

第４条 旅客は、運送契約の申し込みを行おうとする場合、現金により所定の旅客運賃

を支払い乗車券を購入するものとする。ただし、旅行開始前に会社が認めた場合は、

着駅において支払うことができる。 

  （契約成立時期及び適用規程） 

第５条 旅客運送の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅

客が所定の旅客運賃を支払い、乗車券の交付を受けたときに成立する。 

２  前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱は、別段の定めをしない限

り、すべてその契約の成立したときの規定によるものとする。 

  （旅客の運送等の制限又は停止） 

第６条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため、必要がある場合は次の各号に掲げる制

限又は停止をすることがある。 

（１）乗車券の発売制限又は停止。 

  （２）乗車区間、乗車方法又は乗車する電車の制限。 

  （３）手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目、持込区間又は持ち込む電車の制限。 

２  前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。 
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 （運行不能の場合の取扱） 

第７条 電車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着又は通過となる旅客の取

扱はしない。 

２  電車の運行が不能となった場合であっても、会社において自動車等の運輸機関の利

用又はその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、

その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱をする。 

  （営業キロ程のは数計算） 

第８条 営業キロ程を用いて旅客運賃を計算する場合、１キロメートル未満のは数は、

１キロメートルに切り上げる。 

 （旅客運賃のは数計算） 

第９条 旅客運賃を計算する場合の１０円未満のは数は、１０円に切り上げる（以下こ

の計算方法を「は数計算」という。）。 

  （期間の計算） 

第１０条 期間を計算する場合は、初日は時間の長短にかかわらず、１日として計算す

る。 

２  前項の規定にかかわらず、２４時を経過しても最終電車が終着駅に到達する時分ま

では、１日として計算する。 

（旅客の提出する書類） 

第１１条 旅客運送の契約に関して旅客が会社に提出する書類は、黒のインク又は黒の

ボールペンをもって記載し、かつ、特に定めるものについては証印を押すものとする。 

２  前項に規定する特に定める書類の記載事項の一部を訂正した場合は、発行者の記載

事項については発行者の訂正印を、当該旅客の記載事項については本人の証印を、そ

れぞれの訂正個所に押すものとする。 

 

第２章 乗車券の発売 

 

第１節  通則 

  （乗車券の購入及び所持） 

第１２条 電車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購入し、これを所持しな

ければならない。ただし、機器の故障等旅客の責任とならない事由により乗車券を購

入しないで電車に乗車した旅客は、着駅において相当の旅客運賃を支払うものとする。 

  （営業キロ程） 

第１３条 旅客運賃の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合

は、「別表第１」の営業キロ程による。 

（乗車券の種類） 

第１４条 乗車券の種類は、次のとおりとする。 

（１）普通乗車券 

  （２）定期乗車券（通勤定期乗車券・通学定期乗車券） 

  （３）回数乗車券 
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  （４）団体乗車券 

 （５）貸切乗車券 

（乗車券の発売箇所） 

第１５条 乗車券の発売箇所は、次のとおりとする。 

  （１）普通乗車券及び回数乗車券は、各駅で発売する。 

  （２）定期乗車券及び団体乗車券は、千葉駅、都賀駅、千城台駅及び千葉みなと駅で

発売する。 

 （３）貸切乗車券は、前号に定める箇所に加え、旅客の求めに応じ、その他の箇所に

おいて発売することができる。 

２ 乗車券は、前各号に規定するほか、会社が臨時に設置した乗車券発売所において発

売することがある。 

  （乗車券の発売範囲） 

第１６条 乗車券は、発売駅から有効となるものに限って発売する。ただし、普通乗車

券以外の乗車券及び会社が特に必要と認めた場合は、発売駅以外の駅からも有効とな

るものを発売する。 

  （乗車券の発売日） 

第１７条 乗車券は、発売当日から有効となるものに限って発行する。ただし、定期乗

車券は有効開始日の１４日前から、団体乗車券及び貸切乗車券は有効開始日の１０日

前から発売する。 

２  定期乗車券発売駅以外の駅を居住地最寄駅とする旅客が、有効開始日以前に新規に

定期 乗車券を購入するため最寄駅から定期乗車券発売駅まで乗車する場合は、復路の

乗車用として「別表第２」に定める定期乗車券代用票を交付する。 

  （乗車券の発売時間） 

第１８条 駅における乗車券の発売時間は、その駅に発着する始発電車に乗車するため

に必要な時刻から、終発電車に乗車するために必要な時刻までとする。ただし、定期

乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券の発売時間については別に定める。 

 

第２節  普通乗車券の発売 

  （普通乗車券の発売） 

第１９条 普通乗車券は、旅客が片道１回乗車する場合に発売する。 

 （被救護者割引普通乗車券の発売） 

第１９条の２ 旅客鉄道会社制定の学校および救護施設指定取扱規則第２１条に規定さ 

 れる施設（以下「指定救護施設」という。）に保護され、又は救護される者（以下 

 「被救護者」という。）が旅行する場合で、「別表第３」に規定する当該施設の代表 

 者が発行する旅行証明書を呈示したときは、その旅行証明書１枚について１人１回に 

 限り、割引普通乗車券を発売する。 

２ 被救護者が、老幼、虚弱、身体障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者 

 に付添人を付ける場合で、被救護者と同一の種類、乗車区間及び有効期間の乗車券を、 

 同時に購入するときは、被救護者１人に対して付添人１人に限って前項の規定を準用 

 する。 



4 

 

３ 被救護者又はその付添人は、乗車券購入時、乗降の際及び乗車中は、旅行証明書を 

 携帯し、係員の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。また、 

 前項の規定により購入した付添人用の乗車券は、被救護者と同一の電車に乗車する場 

 合に限って有効とする。 

４ 被救護者及びその付添人に対する普通旅客運賃の割引率は５０パーセントとし、は 

 数計算した額とする。 

 

第３節  定期乗車券の発売 

  （通勤定期乗車券の発売） 

第２０条 通勤定期乗車券は、同一区間を常時乗車する旅客が、別に定める定期乗車券

購入申込書に必要事項を記入して提出した場合に、１箇月、３箇月又は６箇月有効の

ものを発売する。 

  （通学定期乗車券の発売） 

第２１条 通学定期乗車券は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校及び会社が指定した学校（以下「指定学校」という。）の学生、生徒、児童又

は幼児が通学のため、居住地最寄駅と在籍する指定学校の最寄駅との相互間を常時乗

車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において、必要事項を記入して発行し

た「別表第３」に定める通学証明書を提出するとともに、「別表第４」に定める身分

証明書を提示した場合又は「別表第５」に定める通学定期乗車券購入兼用の身分証明

書を提示した場合であって、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出

したときに、１箇月、３箇月又は６箇月有効のものを発売する。 

２ 前項に規定する通学証明書の有効期間は、発行の日から１箇月間とする。 

３ 指定学校において、その代表者が発行した通学証明書、身分証明書又は通学定期乗

車券購入兼用の身分証明書（以下「通学証明書等」と総称する。）で、第１項に規定

する通学証明書等に準ずるものは、同項の通学証明書等に代用することができる。 

  （指定学校の指定） 

第２２条 前条に規定する会社の指定を必要とする学校の指定方については別に定める。 

  （通学証明書等の不正使用の場合の取扱） 

第２３条 通学証明書若しくは通学定期乗車券を使用資格者が不正使用し、又は使用資

格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して通学定期乗車券の発売を

停止することがある。 

  （通学証明書が無効となる場合） 

第２４条  次の各号の一に該当する通学証明書は無効とする。 

（１）記載事項が不明となったもの。 

  （２）表示事項を塗り消し、改変したもの。 

  （３）発行者が記入すべき事項を記入していないもの。 

  （４）発行者印の押印していないもの。 

  （５）記入事項を一部訂正した場合で、訂正印のないもの。 

  （６）有効期間を経過したもの。 

  （７）使用資格を失った者、又は記名人以外の者が使用した場合。 
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 （通学証明書発行の監査及び不正発行に対する取扱） 

第２５条 会社は必要に応じて、通学証明書の出納又は発行の適否その他正規に反する

取扱の有無等について監査を行うことがある。 

２ 前項の規定により、発行者が使用資格者以外の者又は第２３条の規定により通学定

期乗車券の発売を停止された者に対して通学証明書を発行したことが判明したときは、

会社はその学校に対して指定を取り消し、又は第６０条の規定により収受する旅客運

賃及び増運賃を、その発行者から収受することがある。 

 （定期乗車券の継続発売） 

第２６条 旅客の所持する定期乗車券の有効期間内に、これと同一の種類、区間のもの 

 を発売する場合は、継続発売の取扱を行なうものとする。 

（定期乗車券の一括発売） 

第２７条 定期乗車券は、事業所又は指定学校ごとに発売日を指定して、一括して発売

することができる。 

  （定期乗車券を併用する場合の発売） 

第２８条 定期乗車券を所持する旅客が、さらに別の事業所又は指定学校に通う場合は、

その所持する定期乗車券の券面区間内の駅を居住地最寄駅とみなして、その駅と別の

事業所又は指定学校の最寄駅との区間に対して、通勤又は通学定期乗車券を発売する

ことができる。 

  （小児用定期乗車券の発売） 

第２９条 小児用定期乗車券は、通用開始となる日に、当該旅客が１２才未満の場合に

発売する。ただし、１２才以上１３才未満の旅客であっても、小学校に通学する児童

の場合は、小児用通学定期乗車券を発売する。 

 

第４節  回数乗車券の発売 

  （回数乗車券の発売） 

第３０条 回数乗車券は、一定期間内に旅客運賃の同額区間をしばしば乗車、又は複数

人で乗車する旅客に対し１１券片のものを発売する。 

 

第５節  団体乗車券の発売 

  （団体乗車券の発売） 

第３１条 団体乗車券は、旅客が発着駅及び全行程を同一の人員で旅行する場合で、会

社があらかじめ引き受けをしたときに、次の各号により発売する。 

（１） 普通団体 

責任ある代表者が引率する８人以上の団体旅客。 

  （２） 学生団体 

指定学校の学生、生徒、児童若しくは幼児又は児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第３９条に規定する保育所の児童が８人以上と、これを引率する教職

員（嘱託した医師及び看護師を含む。）又は付添人等によって構成された団体で、

学校長ないしは施設等の代表者から申込があった場合。 

（３） 前号に規定する付添人は、当該団体を構成する旅客が次の各号に該当する場
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合に、引率者のほかに旅客１人につき１人とする。 

     ア 幼稚園の園児、保育所の児童又は小学校第３学年以下の児童であるとき。 

     イ 肢体不自由又は虚弱のため、会社において付添人を必要と認めたとき。 

２ 小学校児童によって構成された団体旅客中に、１２才以上の児童が含まれている場

合であっても小児として取り扱うものとする。 

  （団体乗車票の交付） 

第３２条 前条の規定により、団体乗車券を発売した旅客に対して「別表第６」に定め

る団体乗車票を交付する。ただし、旅客が乗車の際、係員が立ち会う場合は団体乗車

票の交付を省略することができる。 

  （団体旅客運送の申込み） 

第３３条 第３１条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、当該団体旅客

の乗車日の６箇月前の日から前日の１２時までに、その構成人員、発着駅その他の必

要事項を「別表第７」に定める団体乗車申込書に記入し、これを提出して、団体旅客

輸送の申し込みを行うものとする。ただし、当該団体旅客の人員が１００人以下の場

合は、乗車日当日であっても受け付けることがある。 

 

第６節 貸切乗車券の発売                                         

  （貸切乗車券の発売） 

第３３条の２ 旅客が、旅客車１編成（２両）単位で貸し切る場合であって、かつ、次

条から第３３条の５までの規定により、会社が貸切としての運送の引き受けをした者

に対して、貸切乗車券を発売する。 

  （貸切旅客運送の申込） 

第３３条の３ 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、そ

の人員・行程その他の輸送計画の検討・立案に必要な事項を記載した「別表第８」に

定める貸切乗車申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。ただし、

旅客は年齢の別によらず、大人旅客として取り扱う。  

（貸切旅客運送の引受）                                                           

第３３条の４ 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、会社

において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。    

２ 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込者に貸切旅客運送の

引受に関する必要事項を記載した貸切旅客運送引受書及び貸切乗車券を交付する。た

だし、旅客が乗車の際、係員が立ち会う場合は、貸切乗車券の交付を省略することが

できる。            

  （保証金） 

第３３条の５ 申込者は、前条の規定による貸切旅客運送引受書の交付を受けた場合は、

当該貸切旅客運送の内容によって計算した貸切旅客運賃の１割に相当する額（１００

円未満の端数は、１００円単位に切り上げる。）を保証金として別に定める期日（第

３項において「保証金納付期日」という。）までに納付するものとする。ただし、会

社が認めた場合にあっては、保証金の納付を免除することができる。 

２ 前項に規定する保証金（以下この条において単に「保証金」という。）は、第５項
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に定める貸切旅客運賃の納付に際して、その一部に充当する。ただし、前項ただし書

に規定する場合はこの限りでない。 

３ 申込者が保証金を保証金納付期日までに納付しないときは、会社は、当該貸切旅客

運送の申込は取り消されたものとみなす。 

４ 会社の責めに帰する事由により、当該貸切旅客運送の取り消しがあったときは、収

受した保証金を申込者に返還する。会社の責めに帰する事由によらない場合は返還し

ない。 

５ 申込者は、会社が別に定める期日（次項において「運賃納付期日」という。）まで

に貸切旅客運賃（保証金を収受している場合にあっては、貸切旅客運賃から保証金の

額を差し引いたもの。次項において同じ。）を納付しなければならない。 

６ 申込者が運賃納付期日までに貸切旅客運賃を納付しないときは、会社は、当該貸切

旅客運送の申込は取り消されたものとみなす。ただし、会社があらかじめ認めた場合

はこの限りでない。 

 

第３章  旅客運賃 

 

第１節  通則 

  （旅客運賃の計算） 

第３４条 旅客運賃は、旅客が乗車する発着区間の営業キロ程により計算する。 

  （旅客運賃の種類） 

第３５条 旅客運賃の種類は、乗車券の種類に応じて次の通りとする。 

 （１）普通旅客運賃 

  （２）定期旅客運賃（通勤定期旅客運賃・通学定期旅客運賃） 

  （３）回数旅客運賃 

  （４）団体旅客運賃 

（５）貸切旅客運賃 

  （旅客の区分及びその旅客運賃） 

第３６条  旅客運賃は、次に掲げる年令別の旅客の区分によって、この規則に定めると

ころにより収受する。 

   大 人        １２才以上の者 

   小 児        ６才以上１２才未満の者 

   幼 児        １才以上６才未満の者 

   乳 児        １才未満の者 

２ 前項に規定する幼児であっても、次の各号の一に該当する場合は、これを小児とみ

なして旅客運賃を収受する。 

（１）幼児が、幼児だけで旅行するとき。 

  （２）幼児が乗車券を所持する６才以上の旅客（団体旅客を除く。）に２人を超えて

随伴されて旅行するとき。 

（３）幼児が団体旅客として旅行するとき。 
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３  前項の場合のほか、幼児及び乳児については旅客運賃を収受しない。 

  （旅客運賃割引の重複適用の禁止） 

第３７条  旅客は旅客運賃について、２以上の割引条件に該当する場合は、同一の乗車

券について重複して旅客運賃の割引を請求することができない。 

 

第２節  普通旅客運賃 

  （普通旅客運賃） 

第３８条  大人の普通旅客運賃は、次のとおりとする。 

  （１） ２キロメートルまで                ２００円 

  （２） ２キロメートルを超え３キロメートルまで      ２２０円 

  （３） ３キロメートルを超え５キロメートルまで      ２９０円 

 （４） ５キロメートルを越え７キロメートルまで      ３４０円 

 （５） ７キロメートルを超え９キロメートルまで      ３９０円 

 （６） ９キロメートルを超え１１キロメートルまで     ４３０円 

  （７）１１キロメートルを超え１３キロメートルまで     ４８０円 

 （８）１３キロメートルを超え１４キロメートルまで     ５２０円 

２ 小児の普通旅客運賃は、大人の普通旅客運賃を折半して、は数計算した額とする。 

 

第３節  定期旅客運賃 

  （定期旅客運賃） 

第３９条  大人の定期旅客運賃は、「別表第９」に定める額とする。 

２ 小児の定期旅客運賃は、前項に規定する大人の定期旅客運賃を折半して、は数計算

した額とする。 

 

第４節  回数旅客運賃 

  （回数旅客運賃） 

第４０条  回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）大人の回数旅客運賃は、発着区間の大人の片道普通旅客運賃を１０倍した額と 

  する。 

  （２）小児の回数旅客運賃は、発着区間の小児の片道普通旅客運賃を１０倍した額と 

   する。 

 

第５節  団体旅客運賃 

  （団体旅客運賃） 

第４１条  団体旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）大人の団体旅客運賃は、発着区間の大人１人当たりの片道普通旅客運賃を次の 

  割引をして、は数計算した額に団体人員を乗じた額とする。 

   割引率   普通団体   １０パーセント 

         学生団体   ３０パーセント 

（２）小児の団体旅客運賃は、発着区間の小児１人当たりの片道普通旅客運賃を前号 
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  に定める割引をして、は数計算した額に、団体人員を乗じた額とする。 

  （３）大人と小児が混乗する場合の団体旅客運賃は、前各号の規定によって大人と小 

   児を別々に計算した額を合算した額とする。 

 

第６節 貸切旅客運賃                                             

（貸切旅客運賃）                                                                  

第４１条の２ 貸切旅客運賃（以下、この条において「運賃」という。）は、乗車人員

数７０人を上限として、「別表第１０の２」に定める額とし、旅客が実際に乗車する

発着区間により算出する。 

２ 前項に規定する発着区間は、実際に旅客が乗車する区間とする。ただし、電車が折

返しを行う駅にあっては、当該駅を着駅として運賃を一旦算出し、また、当該駅より

さらに旅行を継続する場合は、その駅を発駅として別途運賃を算出する。それ以降の

区間も旅客が下車する駅までの間、同様に算出する。 

３ 乗車人数数が７０人を超える場合にあっては、発着区間の大人の普通旅客運賃に７

０人を超えた人数分を乗して得た額を第１項に定める額に加算する。 

４ 前項の規定は、膳発着区間において適用する。 

（貸切旅客運賃の最低額）                                                          

第４１条の３ 貸切旅客運賃の最低額は、各発着区間が７キロメートルに満たないとき

であっても、７キロメートル相当分として算出する。 

 

第４章  乗車券の効力 

 

第１節  通則 

  （乗車券の効力） 

第４２条  乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）普通乗車券 

発売当日に限り、大人又は小児の区分により１券片をもって１人が１回券面表

示金額の有効区間内を、乗車する場合に使用することができる。 

  （２）定期乗車券 

       券面記載の記名人が、通用期間内に券面表示区間を乗車する場合に使用するこ

とができる。 

（３）回数乗車券 

通用期間内に、大人又は小児の区分により券面表示金額の有効区間内を、１券

片をもって１人が１回乗車する場合に使用することができる。 

（４）団体乗車券 

券面記載の乗車日に、当該団体の乗車人員が券面表示区間内を、１回乗車する

場合に使用することができる。 

（５）貸切乗車券 

券面記載の乗車日、行程その他の事項により、記名団体又は記名人が乗車する
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場合に使用することができる。 

  （磁気情報等が失われた乗車券） 

第４３条 乗車券は、その磁気情報等の効力が失われたとき又は券面表示事項が不明と

なったときは、使用することができない。 

２  前項の規定により使用できない定期乗車券を所持する旅客は、定期乗車券発売駅に

おいて、定期乗車券を提出して、再発行の請求をすることができる。 

３ 前項の規定により定期乗車券を再発行した場合、その事由が旅客の過失によるもの

と認定できる場合に限り手数料２２０円を収受する。 

（改氏名の場合の定期乗車券の書換え） 

第４４条 定期乗車券を使用する旅客が氏名を改めた場合は、定期乗車券発売駅におい

て、別に定める申込書に必要事項を記入し、これを定期乗車券と共に提出して、その

氏名の書換えを請求しなければならない。 

  （有効期間の起算日） 

第４５条 乗車券の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、

当該乗車券を発行した当日から起算する。 

  （小児が大人券を使用した場合の取扱） 

第４６条 第４２条第１号及び第３号の規定にかかわらず、大人用普通乗車券又は大人

用回数乗車券を小児が使用して乗車した場合は、当該乗車券の使用を認めるものとす

る。ただし、旅客運賃の払い戻しはしない。 

 

第２節  乗車券の効力 

  （有効期間） 

第４７条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号に定めるとおりとす

る。 

  （１）普通乗車券      １日とする。 

  （２）定期乗車券      １箇月、３箇月及び６箇月とする。 

  （３）回数乗車券      ３箇月とする。 

  （４）団体乗車券      その都度定める。 

  （５）貸切乗車券      その都度定める。 

  （途中下車の禁止） 

第４８条 旅客は、旅行開始後その所持する乗車券（定期乗車券を除く。）の券面に表

示された有効区間内の駅に下車して出場したのち、再び電車に乗り継いで旅行するこ

とはできない。 

２ 前項の規定は、貸切乗車券に関し、乗車券又は貸切旅客運送引受書に記載された行

程に基づいて出場する場合には適用しない。 

  （乗車券が前途無効となる場合） 

第４９条 普通乗車券及び回数乗車券の使用券は、次の各号の一に該当する場合は、そ

の後の乗車について無効として回収する。 

  （１）旅客が前条第１項に規定する駅に下車したとき。 

  （２）旅客が第１１８条に規定する手回り品の点検に応じないため、前途の乗車を拒 
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   絶したとき。 

  （３）軌道運輸規程（大正１２年鉄道省令第４号）第２１条の規定により、旅客を軌 

   道用地外に退去させたとき。 

 （定期乗車券以外の乗車券が無効になるとき） 

第５０条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合は無効として回収

する。 

（１）第８６条又は第９３条の規定により購入された特殊割引乗車券を当該乗車券の 

  本来の使用資格者以外の者が使用したとき。 

  （２）身分又は資格を偽って発行された証明書類を携帯し、割引乗車券を購入し使用 

   したとき。 

  （３）磁気情報が失われた乗車券又は券面表示事項が不明となった乗車券を使用した 

   とき。 

  （４）券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。 

  （５）区間の連続していない２枚以上の乗車券を使用して、その各券面に表示された 

   区間と区間の間を乗車したとき。 

  （６）旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。 

 （７）身体障害者手帳、知的障害者療育手帳又は被救護者用旅行証明書の携帯を必要 

   とする旅客が、携帯しないで割引乗車券を使用したとき。 

  （８）有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 

  （９）大人が小児用の乗車券を使用したとき。 

  （10）その他の乗車券を不正乗車の手段として使用したとき又は使用しようとしたと 

   き。 

２ 前項の規定は、偽造（偽装を含む。以下同じ。）した乗車券を使用して乗車した場

合に準用する。 

  （定期乗車券が無効となる場合） 

第５１条  定期乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。 

（１）記名人以外の者が使用したとき。 

（２）磁気情報が失われた定期乗車券又は券面表示事項が不明となった定期乗車券を 

  使用したとき。 

  （３）使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使 

   用したとき。 

 （４）券面表示事項を塗り消し又は改変して使用したとき。 

  （５）区間の連続していない２枚以上の定期乗車券を使用してその各券面に表示され 

   た区間と区間の間を乗車したとき。 

  （６）定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用してその 

   各券面に表示された区間と区間の間を乗車したとき。 

  （７）通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。 

  （８）通用期間開始前の定期乗車券を使用したとき。 

  （９）通用期間満了後の定期乗車券を使用したとき。 

  （10）通学定期乗車券を使用する旅客が身分証明書を携帯していないとき。 
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  （11）その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき又は使用しようとした 

   とき。 

２  前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。 

  （通学定期乗車券の効力） 

第５２条  通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者が発行した第２１条第１

項に定める身分証明書を携帯する場合に限って有効とする。 

２ 第２１条第３項の規定は、前項の規定による身分証明書の携帯に準用する。 

 

第５章  乗車券の様式 

 

第１節  通則 

  （乗車券の表示事項） 

第５３条  乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。 

（１） 旅客運賃 

  （２） 有効期間及び有効区間 

  （３） 発売日付及び発売箇所名又はその記号 

２  前項に規定するほか、乗車券の種類又は取扱種別によって、当該乗車券に「別表第

１０」に定める印章を表示する。 

３  会社が必要と認めた場合は、第１項及び第２項に規定する表示事項の一部を省略す

ることがある。 

 

第２節  乗車券の様式 

  （乗車券の様式） 

第５４条  乗車券の様式は次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 普通乗車券の様式  「別表第１１」大人用及び小児用 

  （２） 定期乗車券の様式  「別表第１２」通勤用及び通学用 

  （３） 回数乗車券の様式    「別表第１３」大人用及び小児用 

  （４） 団体乗車券の様式    「別表第１４」 

  （５） 貸切乗車券の様式  「別表第１５」 

 

第６章  乗車券の改札及び引渡し 

 

  （乗車券等の改札） 

第５５条 旅客は乗車の目的で駅に入場しようとするときは、所持する乗車券又は団体

乗車券と併用する団体乗車票及び定期乗車券代用票（以下これらを「乗車券等」と総

称する。）を自動改札機により、又は係員に提示して改札を受け所定の場所から入場

しなければならない。 

２ 旅客は、係員の請求があるときはいつでも所持する乗車券等の改札を受けなければ
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ならない。 

  （乗車券等の引渡） 

第５６条 旅客は旅行を終了し駅から出場するときは、所持する乗車券等を自動改札機

に投入し、又は係員に引き渡して、所定の場所から出場しなければならない。 

２ 前項に規定するほか、旅客が所持する乗車券等が効力を失ったとき、又はその乗車

券等を使用する資格を失った場合は、当該乗車券等を係員に引き渡すものとする。 

 

第７章  旅客の特殊取扱 

 

第１節  乗車変更 

  （乗越） 

第５７条 旅客は、所持する乗車券に表示された着駅又は表示金額の有効期間内の駅を

越えて乗車した場合は、次の各号に定めるところにより、乗越区間の旅客運賃を支払

わなければならない。 

  （１）普通乗車券及び回数乗車券の場合は、券面表示金額と発駅から乗り越した着駅 

   までの普通旅客運賃との差額。 

  （２）定期乗車券の場合は、乗り越した区間の普通旅客運賃とする。 

（３）団体乗車券及び貸切乗車券の場合は、乗り越した区間の、大人と小児のそれぞ 

  れの実乗車人数分の普通旅客運賃を合算した金額とする。 

  （定期乗車券の種類又は区間の変更） 

第５８条 旅客は、所持する定期乗車券の種類又は区間を変更した定期乗車券の発行を

請求することができる。この場合、新たに発行する定期乗車券の有効期間は発行日以

後とする。また、変更前の定期乗車券は回収し、その払い戻し等については、旅客営

業取扱規程（昭和６３年２月２５日千葉都市モノレール株式会社規程（営）第１７－

１号。以下「規程」という。）第４７条により取扱う。ただし、通勤定期乗車券を通

学定期乗車券に変更する場合には通学証明書等を提出（身分証明書にあっては、提示

を含む。）しなければならない。 

 

第２節  乗車券の無札及び無効 

（乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受） 

第５９条 旅客が、次の各号の一に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対

する普通旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。 

  （１）係員の承諾を受けず乗車券を所持しないで乗車した場合。 

  （２）第５０条に規定する無効の乗車券（偽造を含む。）で乗車した場合。 

  （３）係員又は自動改札機による改札又は集札を受けないで、入場又は出場した場合。 

２ 団体旅客が、小児の人員として大人を乗車させた場合は、第５０条の規定にかかわ

らず、その大人だけの普通旅客運賃とその２倍に相当する額の増運賃をその団体申込

者から収受する。 
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  （定期乗車券不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受） 

第６０条 第５１条の規定により定期乗車券を無効として回収した場合は、当該旅客か

ら次の各号による日から無効の事実を発見した日まで、毎日１往復乗車したものとし

て計算した当該定期乗車券の区間の普通旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃

を収受する。 

  （１）第５１条第１項第１号から第６号までに該当する場合は、その定期乗車券の効 

   力が発生した日から。 

 （２）同条同項第７号に該当する場合は、その使用資格を失った日から。 

  （３）同条同項第８号に該当する場合は、その発売の日から。 

  （４）同条同項第９号に該当する場合は、その有効期間満了の日の翌日から。 

 （５）同条同項第１０号及び１１号に該当する場合、当日分。 

 

第３節  乗車券の紛失 

  （乗車券の紛失） 

第６１条 旅客から乗車券紛失の申し出があった場合は、次の各号による。 

（１）係員が乗車券紛失の事実を認定できる場合は、乗車区間の普通旅客運賃を収受 

  する。 

  （２）係員が乗車券紛失の事実を認定できない場合は、乗車区間の普通旅客運賃とそ 

   の２倍に相当する増運賃を収受する。 

２ 前項の規定により、再度旅客運賃を支払った旅客は、会社に対して再収受証明書の

交付を請求することができる。 

３ 団体乗車券及び貸切乗車券を紛失した場合は、第１項第１号の規定にかかわらず普

通旅客運賃は収受しない。ただし、団体乗車票を紛失した場合は当該区間の普通旅客

運賃を収受する。 

 

  第４節  運行不能及び遅延 

  （電車の運行不能及び遅延の場合の取扱） 

第６２条 旅客は、旅行開始後に電車が運行不能となった場合及び電車が運行時刻より

著しく遅延し、そのため着駅到着時刻が１時間以上遅延した場合（１時間以上遅延す

ることが確実な場合を含む。）には、次の各号に定める取扱を会社に請求することが

できる 

（１）電車が運行不能となった場合 

     ア 定期乗車券以外の乗車券を使用する旅客 

          次条に規定する旅行中止による旅客運賃の払い戻し、又は第６４条に規定

する無賃送還の取扱及び旅客運賃の払い戻し。 

     イ 定期乗車券を使用する旅客 

          第６５条に規定する有効期間の延長、又は定期旅客運賃の払い戻し。 

（２）電車が１時間以上遅延した場合 

       定期乗車券以外の乗車券を使用する旅客は第１号アの取扱。 

２ 旅客は、旅行開始前に第１項本文に定める事由が発生したため、事故発生前に購入
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した乗車券（定期乗車券及び回数乗車券を除く。）が不要となった場合は、その乗車

券が有効期間内であるときに限り、既に支払った旅客運賃の払い戻しを請求すること

ができる。 

  （旅行中止による旅客運賃の払い戻し） 

第６３条  前条第１項第１号ア及び同条同項第２号の規定により、旅客が旅行を中止し、

乗車券を駅に差し出して旅客運賃の払い戻しの請求をした場合は、次の各号に定める

ところにより旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃の払い戻しをする。ただし、貸切

乗車券の場合であって、第３３条の４第２項の規定により貸切乗車券の交付を省略し

たときは、同項に規定する貸切旅客運送引受書を提示するものとする。 

  （１）普通乗車券又は回数乗車券（当該券片に限る。）の場合 

旅行中止駅・着駅間の普通旅客運賃。 

 （２）団体乗車券の場合 

割引条件のいかんにかかわらず当該割引によって計算した旅行中止駅・着駅

間の割引旅客運賃。 

（３）貸切乗車券 

 当該貸切旅客運送の人員数（第４１条の２第１項の規定に基づく人員数をい 

い、以下「貸切人員数」という。）に基づき計算した旅行中止駅・着駅間の貸 

切旅客運賃。 

  （無賃送還の取扱及び旅客運賃の払い戻し） 

第６４条 第６２条第１項第１号ア号の規定により、旅客が無賃送還の取扱を請求した

場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 

  （１）無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券面に表示された発 

   駅までとする。 

  （２）無賃送還は、乗車券面に表示された発駅に向けて出発する最近の電車による。 

 （３）無賃送還中は、途中下車の取扱はしない。 

  （４）旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱はしない。 

２ 前項の規定により定期乗車券以外の乗車券を所持する旅客について無賃送還を行っ

た場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃の払い戻しをする。 

  （１）乗車券面に表示された発駅まで送還したときは既収旅客運賃の全額。 

  （２）乗車券面に表示された発駅に至る途中駅で旅客の任意により下車したときの払 

   い戻し額は次のとおりとする。 

ア  原乗車券が普通乗車券又は回数乗車券であるときは、途中駅・着駅間に対す

る普通旅客運賃。 

     イ 原乗車券が団体乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中

駅・着駅間に対する当該割引によって計算した割引旅客運賃。 

ウ 原乗車券が貸切乗車券であるときは、貸切人員数に基づき計算した途中駅・

着駅間の貸切旅客運賃。 

  （定期乗車券の有効期間の延長又は払い戻し） 

第６５条 旅客は、第６２条第１項第１号イの規定により定期乗車券の有効期間の延長

又は定期旅客運賃の払い戻しをする場合は、電車が運行休止のため引き続き５日以上
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その定期乗車券が使用できなくなったときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相

当日数の有効期間の延長、又は次項に定める金額の払い戻しを請求することができる。 

２ 使用しない区間の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次

の日数（は数となる日数を附加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数）

で除し、その１円未満のは数を１円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、

は数計算した額。 

（１）有効期間が１箇月のものにあっては、３０日 

（２）有効期間が３箇月のものにあっては、９０日 

（３）有効期間が６箇月のものにあっては、１８０日 

 

第５節  誤乗及び誤購入 

  （誤乗区間の無賃送還） 

第６６条 普通乗車券を所持する旅客が、誤って乗車券面に表示された区間外に乗車し

た場合で、係員が事実を認定できるときは、最近の電車によってその誤乗区間につい

て、無賃送還の取扱をする。 

  （誤購入した乗車券に対する取扱） 

第６７条 旅客は、誤って希望する乗車券以外の乗車券を購入し又は重複して購入した

ため不要となったときは、所定の手数料を支払い、旅客運賃の払い戻しの請求をする

ことができる。 

 

第８章  旅客運賃の払い戻し 

 

第１節  通則 

  （旅客運賃払い戻しの取扱箇所） 

第６８条 旅客運賃の払い戻しは、千葉駅、都賀駅、千城台駅及び千葉みなと駅で取り

扱う。 

  （払い戻し請求権行使の期間） 

第６９条 旅客は、旅客運賃について払い戻しの請求をすることができる場合であって

も、当該乗車券が発行の日の翌日から起算して１箇年を経過した場合は、これを請求

することはできない。 

  （払い戻しをする場合の限度額） 

第７０条 旅客は、既に支払った旅客運賃の額を超えて払い戻しの請求はできな 

 い。 

  （増運賃の払い戻しの禁止） 

第７１条 旅客は、第５９条に規定する無札及び不正使用の旅客として支払った増運賃

について払い戻しの請求はできない。 

  （旅客運賃の払い戻し手数料の収受） 

第７２条 旅客運賃の払い戻しをする場合は、第６２条に規定する電車の運行不能又は

遅延のため、旅行を中止して払い戻しの取扱をする場合を除き、次の各号による手数
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料を収受する。 

（１）普通乗車券      １枚につき １１０円 

（２）定期乗車券      １枚につき ２２０円 

（３）回数乗車券   １件につき ２２０円 

（４）団体乗車券   １件につき ２２０円 

（５）貸切乗車券   １件につき ２２０円 

 

  第２節  旅行開始前の払い戻し 

  （旅行開始前の払い戻し） 

第７３条 旅客は、旅行開始前に所持する乗車券が不要となった場合は、その有効期間

内に限り旅客運賃の払い戻しを請求することができる。 

２ 旅客は、前項の規定により団体旅客運賃の払い戻しを請求する場合は、第３２条の

規定により交付された団体乗車票を返納しなければならない。 

 

  第３節  旅行開始後の払い戻し 

  （回数乗車券及び定期乗車券以外の乗車券） 

第７４条 乗車券を所持する旅客が旅行開始後任意に旅行を中止した場合は、次条から

第７７条までに規定する場合を除き、旅行運賃の払い戻しの請求はできない。 

  （使用開始後の回数乗車券） 

第７５条 旅客は回数乗車券の使用を開始した後は、未使用の券片について、有効期間

があるときに限って、別に定める算式により回数旅客運賃の払い戻しを請求すること

ができる。 

  （定期乗車券） 

第７６条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場

合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅

客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しを請

求することができる。この場合、旅客は第７２条に定める額を手数料として支払うも

のとする。 

２ 前項の計算については、払い戻し請求の当日は経過日数に算入し、また、１箇月未

満の経過日数は１箇月として計算する。 

３ 第１項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算

する。 

（１）使用経過月数が１箇月又は３箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運 

  賃 

（２）使用経過月数が２箇月のときは、１箇月に相当する定期旅客運賃の２倍の額 

（３）使用経過月数が４箇月のときは、３箇月と１箇月に相当する定期旅客運賃の合 

  算額 

（４）使用経過月数が５箇月のときは、３箇月と１箇月の２倍に相当する定期旅客運 

  賃の合算額 
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  （定期旅客運賃払い戻しの特例） 

第７７条 旅客は、継続購入した定期乗車券が不要となったときで、旧定期乗車券の有

効期間が残存している場合は、前条の規定にかかわらず、新たに支払った定期旅客運

賃から所定の手数料を差し引いた残額について払い戻しの請求をすることができる。 

 

第４節  紛失発見 

  （普通乗車券又は回数乗車券の紛失発見） 

第７８条 普通乗車券又は回数乗車券を紛失し再度旅客運賃を支払った旅客は、旅行終

了前に紛失した乗車券を発見した場合、又は旅行終了後に発見した場合であっても再

収受証明書を所持する場合は、所定の手数料を支払い、再度支払った旅客運賃の払い

戻しの請求をすることができる。 

  （定期乗車券の紛失発見） 

第７９条 旅客が定期乗車券を紛失しこれを再購入後、紛失定期乗車券の発見その他の

事由により重複購入となったため、不要となった定期乗車券の払い戻しを請求した場

合は、新たに購入した定期乗車券について払い戻しの取扱をすることができる。この

場合の定期乗車券の払い戻しは、すでに収受した定期旅客運賃から経過した旬数（１

０日を１旬とし、１旬に満たない日のは数は１旬とする。）に定期運賃の日割額を１

０倍した額を乗じた額と手数料を差し引いた残額の払い戻しをする。 

 

第９章  割引乗車券 

 

第８０条から第９７条 削除 

 

  （その他割引乗車券の発売） 

第９８条 その他割引乗車券は、会社が一定の区間及び期間を定め、又は一定の条件を

付して普通旅客運賃を割引して発売する。 

  （割引率） 

第９９条  前条の規定によるその他割引乗車券の割引率は、その都度定める。 

２ 前項の場合で、割引率を定めることが適当でないとき、特定旅客運賃とすることが 

 ある。 

  （観光券との組合せ） 

第１００条 第９８条の規定により割引乗車券を発売する場合で、会社において必要と

認めるときは、観光券と組合せて設定することがある。 

２  削除 

  （その他割引乗車券の様式及び発行方） 

第１０１条  第９８条で規定する割引乗車券及び前条で規定する観光券等の様式及び発 

 行方は、その都度定める。 

 （その他割引乗車券等の払い戻し） 

第１０１条の２ 前条により発行された割引乗車券等の払い戻しについては、その取扱 
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 の際に収受する手数料を会社が都度定めるほかは、第８章の規定を準用する。 

２ 前項に規程にかかわらず、割引乗車券の様式によっては、払い戻しの条件を別に定 

 めることがある。 

 

第１０章  入場券 

 

  （入場券の発売） 

第１０２条  大人又は小児が乗車以外の目的で駅に入場しようとする場合は、入場券を

購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年令別区分及び幼児の

随伴については第３６条の規定を準用する。 

２ 入場券は各駅のほか、会社が臨時に設置した販売所において発売することがある。 

  （入場料金） 

第１０３条  入場料金は１人について大人２００円、小児１００円とする。 

  （入場券の効力） 

第１０４条 入場券は、別に定める場合を除き、発売駅において、発売当日中に１人１

回限り使用することができる。 

２  入場券所持者は、電車内に立ち入ることはできない。 

  （入場券が無効となる場合） 

第１０５条  入場券は、次の各号の一に該当する場合は無効として回収する。 

  （１）券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。 

  （２）発売駅以外の駅で使用したとき。 

  （３）大人が小児の入場券を使用したとき。 

  （４）その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。 

２  前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。 

  （入場券の改札及び引渡し） 

第１０６条 入場券は、入場する際自動改札機によるか、又は係員に提示して入場し、

出場するときは入場券を自動改札機に投入し、又は係員に引渡して出場するものとす

る。 

  （無札入場者） 

第１０７条 乗車以外の目的で、入場券を所持しないで入場した場合又は第１０５条の

規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第１０３条の規定に

よる入場料金を徴収する。 

  （入場券の発売制限等） 

第１０８条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため、必要がある場合は入場券の発売制

限又は発売停止をすることがある。 

  （入場料金の払い戻し） 

第１０９条 入場料金の払い戻しはしない。ただし、第１０８条に規定する入場券の発

売制限又は発売停止をした場合は、既に購入済みのものについては無手数料で払い戻

しをする。 
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第１１章  モノレールカード 

 

第１１０条から第１１３条  削除 

  （カードの払い戻し） 

第１１４条 モノレールカード（次条において「カード」という。）の払い戻し及び再

発行の取扱はしない。 

  （カードが無効となる場合） 

第１１５条 カードを不正行為の手段として使用した場合は、これを無効として回収す

る。 

 

第１２章  手回り品 

 

  （手回り品の範囲及び保管責任） 

第１１６条 旅客は、自ら携行する物品であって、持ち込む電車の状況により、運輸上

支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、３辺の最大の和が２５０センチ

メートル、重量３０キログラム以内のものを無料で車内に２個まで手回り品として持

ち込むことができる。ただし、長さ２メートルを超える物品は車内に持ち込むことが

できない。 

  （注）旅客が自己の身の回り品とする傘、杖、ハンドバック、ショルダーバック等は、 

   個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。 

２ 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車にあっては、解体して専用の袋 

 に収納したもの、又は折りたたみ自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納した 

 ものに限り、無料で車内に持ち込むことができる。 

３ 旅客は、子犬、猫、鳩又はこれらに類する愛玩用小動物（猛獣及び蛇の類を除く。） 

 であって、次の各号に該当するものは、第１項に規定する制限内である場合に限り、 

 無料で車内に持ち込むことができる。 

（１）他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるものであ 

  って、３辺の最大の和が１２０センチメートル以内の容器に収納したもの。 

（２）専用の容器に収容した重量が１０キログラム以内のもの。 

４ 旅客は、電車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合 

 に限り、次の各号の一に該当する犬を無料で車内に随伴することができる。 

 （１）身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第１６条第１項に規定する認 

   定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第１２条に規定された表示を行い、 

   かつ、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。 

（２）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１４条第１項にいう政令で定める盲 

   導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、かつ、旅客が盲導犬使用者証を所持す 

   る場合に限る。 

５ 前各号の規定により車内に持ち込む物品について、その保管の責任は当該旅客にお 

 いて負うものとする。 
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（危険品等の持ち込み禁止） 

第１１７条  旅客は、次の各号の１に該当する物品を車内に持ち込むことはできない。 

  （１）「別表第１７号」に掲げる危険品又は火災発生のおそれがあるもの。及び他の

旅客に対し危害を及ぼすおそれがあるもの。 

 （２）刃物（他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。） 

 （３）暖炉及びこん炉（乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を

除く。） 

 （４）臭気、不潔等により迷惑を及ぼすおそれのあるもの。 

  （５）死体。 

 （６）動物（前条第３項で定める小動物及び同第４項で定める身体障害者補助犬及び

盲導犬 

   は除く。） 

 （７）車両を破損するおそれのあるもの。 

（注）別表第５号に定める適用除外の物品及び第２号及び第３号に定める適用除外の物 

  品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。 

（手回り品の点検） 

第１１８条 係員は、前条第１号又は第２号の規定による物品の社内への持ち込みの防 

 止その他車内及び駅の保安上の理由により、旅客への立会いを求め、手回り品の内容 

 を点検することがある。 

２ 旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。 

３ 旅客は、第１項又は前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車に乗 

 車できないとき（前条に定める物品を所持していなかった場合に限る。）は、第６２ 

 条第１項第１号のいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。 

４ 第１項及び第２項の規定による手回り品の内容の点検の求め及び協力の求めに応じ 

 ない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様 

 とする。 

５ 前項の場合、旅客に対し、車内又は駅からの退去を求めることがある。 
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附 則  この規則は、昭和６３年３月２８日から施行する。 

附 則  この規則は、平成７年９月２９日から施行する。 

附 則  この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則  この規則は、平成１０年３月１日から施行する。 

附 則  この規則は、平成１２年２月１日から施行する。 

附 則  この規則は、平成１５年９月２６日から施行する。 

附 則 この規則は、平成２１年３月１４日から施行する。 

附 則 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 この規則は、令和４年４月１５日から施行する。 


