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       の種類

には「TOICA」と「TOICA定期券」の2タイプがあります。
大人用 小児用

TOICA

TOICA
定期券

●「TOICA」は、自動改札機にタッチして通過するだけで、ご乗車区間の運賃を
　自動的に精算できるカードです。
●大人用と小児用があります。
●大人用、小児用ともに1枚、2,000円（デポジット※500円を含む）です。

大人用 小児用

●「TOICA定期券」は、「TOICA」の機能に定期券の機能をプラスしたカードです。
●チャージ（入金）すると、定期券区間以外からのご乗車やのりこしの場合も
　改札機にタッチするだけで運賃をカード残額から引き去ります。
●通勤定期券、通学定期券があります。
●「TOICA定期券」は、万一紛失しても再発行できます。 詳しくは12ページをご覧ください。
●一部「TOICA定期券」では発売できない定期券があります。

※デポジット（預かり金）…カードをお渡しする際（初回購入時など）にお預かりする金額（500円）のことをいいます。
 デポジットはカード返却時にお返しいたします。

●　　　 は、異なるエリアをまたがる乗車にはご利用になれません。
　　　エリア外にまたがる乗車や、異なるエリアにまたがる乗車の場合、岡崎駅または高蔵寺駅までは
　　　をご利用いただき、JR窓口で目的地までのきっぷをお買い求めください。

●複数枚でのご利用や、他の乗車券との併用はできません。
「TOICA」または「TOICA定期券」は、おひとり様1枚限りご利用になれます。同時に複数枚のご利用や、
他の乗車券と組み合わせてのご利用はできません。

●小児用カードについて
小児用の「TOICA」「TOICA定期券」は、お求めの際に、ご利用のお客さま（小児運賃が適用されるお客さ
ま）のお名前、生年月日などを公的証明書等（健康保険証、パスポート等）のご提示により確認させていただ
きます。カードには、カード有効期限＊が設定されます。ご購入は、ご本人以外の方（ご両親等）でもできます
が、ご利用はカード券面に記載されたお客さまご本人に限ります。

　＊カード有効期限・・・小児用の「TOICA」「TOICA定期券」は、ご本人が12歳となる年度の3月31日（4月1日が誕生
日の場合は前日の3月31日）がカード有効期限として設定されます。カード有効期限の翌日以降は自動改札機等で
ご利用になることはできません。（カードを払いもどしすることはできます。）

注意事項

瀬戸市 高蔵寺
学

愛知環状鉄道通学６箇月 小 No.00000

-1月31日から

000000円
XXXX.-1.31

ｱｲｶﾝ ﾊﾅｺ様 10才　女
新豊田01 0000

まで

XXXX -7 30. .

岡　崎 新豊田

愛知環状鉄道通勤６箇月 No.00000

-1月31日から

000000円
XXXX.-1.31

ｱｲｶﾝ ﾀﾛｳ様 31才　男
新豊田01 0000

まで

XXXX -7 30. .

ｱｲｶﾝ ｲﾁﾛｳ様 男

まで

XXXX -3 31. .
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新規にご購入いただくほか、お持ちの磁気定期券を
「TOICA定期券」に発行替え（交換）することもできます。
「TOICA」の新規購入

発売価格は2,000円です。このうち500円はデポジット＊（預かり金）としてお預かりしますので、
カードのご利用可能金額は1,500円です。

       のご購入・発行替え

＊デポジット（預かり金）
　カードをお渡しする際（初回購入時など）にお預かりする金額（500円）のことをいいます。

        は、繰り返しお使いいただけるカードですので、カードの使い捨てを防止する
観点からデポジット制度を取り入れています。
デポジットは、払いもどし等によりカードをご返却いただいた際にお返しします。

●「TOICA」発売箇所

新規購入

継続購入

「TOICA定期券」の新規購入・継続購入

「TOICA定期券」の新規購入の場合は、定期運賃にデポジット＊（預かり金）500円を加えた
金額をお支払いいただきます。継続購入の場合は、カードを繰り返しご利用になれますので、
定期運賃のみをお支払いいただきます。

お持ちの磁気定期券から「TOICA定期券」への発行替え

お持ちの磁気定期券から「TOICA定期券」への発行替え（交換）は、窓口でお取扱いいたし
ます。その際デポジット＊（預かり金）をお支払いいただきます。
※一部磁気定期券からの発行替えができない定期券があります。
※JR東海で発売された磁気定期券を愛環線の窓口でTOICA定期券に発行替えすることはできません。

既に「TOICA」をお持ちの方がそのカードに定期券機能を追加して「TOICA定期券」にされる      
場合は、デポジットはいただきません。

岡崎駅、中岡崎駅、北岡崎駅、三河豊田駅、新豊田駅、八草駅、瀬戸口駅、瀬戸市駅、
高蔵寺駅の各駅で、窓口営業時間に発売いたします。
※岡崎駅および高蔵寺駅はJR東海の自動券売機でも発売いたします。

●「TOICA定期券」の新規購入・継続購入・発行替えお取扱い箇所
岡崎駅、中岡崎駅、北岡崎駅、三河豊田駅、新豊田駅、八草駅、瀬戸口駅、瀬戸市駅、
高蔵寺駅の各駅で、定期券取扱い時間にお取扱いいたします。

通用開始日の14日前からお買い求めいただけます。
お名前･生年月日・性別･電話番号が必要です。

TOICA定期券を継続購入される場合は、券面印字を書き換えて同じカードを繰り
返しご利用いただけます。通用開始日の14日前からお買い求めいただけます。
※日付がつながらない、区間が変更となるなど、継続ではお買い求めいただけない場合があります。
※TOICA連絡定期券の継続購入は、継続前のTOICA定期券を発売した事業者でお取扱いいたします。

※TOICA定期券の有効期間が終了しても、そのままで定期券機能のないTOICAと同様にご利用になれます。

※岡崎駅および高蔵寺駅ではお取扱いに一部制限がございます。 ※自動券売機ではお取扱いいたしません。
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カード
挿入口

自動券売機 入金機

チャージの際、領収書を発行することができます。
ご利用履歴の確認は、画面表示のほか、印字することもできます。
・
・

チャージ金額ボタン

カードポケット

領収書発行ボタン

利用履歴ボタン

自動券売機、入金機でチャージすることができます。また、ご利用可能エリアの駅のきっぷ
うりば、一部のコンビニ等でもチャージすることができます。
チャージ金額は500円（ただし、入金機を除く）、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、
10,000円の6種類で、カード残額の上限は20,000円です。チャージは現金のみのお取扱い
となります。
愛環線の駅ではチャージ可能な駅や時間に制限があります。詳しくは駅係員にお尋ねください。

●チャージ（入金）について

自動券売機、入金機でご利用の履歴（定期券区間内のみのご利用は除きます）を確認することが
できます。ご利用履歴の明細を発行することもできます。駅の係員改札口でも、ご利用履歴の印
字のお取扱いをいたします。
直近のご利用分を最大20件まで確認できます。なお、ご利用から26週間を超えた履歴は確認
することができませんので、あらかじめご了承ください。
※その他、カード交換や再発行など、ご利用状況により一部ご確認いただけない場合があります。

●ご利用履歴の確認について

自動券売機、入金機で
チャージ（入金）・ご利用履歴の確認ができます。

チャージ・ご利用履歴の確認

繰り返し利用できます。

は、チャージすることでカード残額を積み増しできますので、繰り返しお使いになれます。

ご利用の履歴が確認できます。

はじめに 　　　を
入れてください。 
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自動改札機のご利用方法

改札機にタッチするだけ。運賃をカード残額から自動的に引き去ります。

を改札機の読み取り部にタッチするだけで通過でき、ご乗車区間（「TOICA定期券」の場合
は定期券区間以外のご乗車部分）の運賃をチャージ（入金）されたカード残額から自動的に引き去
ります。

案内画面

カード読み取り部

自動改札機 簡易TOICA改札機
簡易TOICA改札機は、入場用（緑色）と出場用（黄色）があります。

入場用（緑色） 出場用（黄色）

案内画面

カード読み取り部

改札口にある
「出場用（黄色）」の
簡易TOICA改札機に
タッチしてください。

入  場 営業時間内の出場

改札口にある
「入場用（緑色）」の
簡易TOICA改札機に
タッチしてください。

入場用（緑色） 出場用（黄色）

ホーム上にある
「出場用（黄色）」の
簡易TOICA改札機に
タッチしてください。

営業時間外の出場

出場用（黄色）

        は、タッチするだけで改札口を
通過できます。

        を改札機の読み取り部にタッチしてお通りください。

簡易TOICA改札機設置駅では各駅の営業時間により
ご利用方法が異なります。

※TOICA定期券区間内のご利用でも、必ずタッチが必要です。
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1

カード読み取り部に        を
確実にタッチしてください。
カードは、読み取り部の上部を通過させる
だけでなく、水平にしっかりタッチしてくだ
さい。

カードをうまく読み取れないとき
改札機がうまくカードを読み取れないと
きは「ピピピピピ」と音が鳴り、案内画面
に「もう一度ふれてください」と表示され
ます。もう一度しっかりとタッチしてくだ
さい。

改札機を通過できないとき
残額不足の場合や、入出場の記録が正し
くないときなどは、「ピー」と音が鳴り、改
札機を通過できません。案内画面のメッ
セージをご確認ください。

2

案内画面に
メッセージが表示されます。
カード残額、ご利用額などを表示します。
「TOICA定期券」の場合、定期券有効期
限の14日前から有効期限も表示します。
また、有効期限後一定期間は、期限切れ
の表示をします。

「ピッ」または
「ピピッ」という音がします。

3

※改札機の投入口には入れないでください。
　改札機の乗車券投入口に        を入れると、
　カードが破損する恐れがあります。

カード読み取り部
読み取り可能のときは、
緑色に点灯しています。

案内画面
カード残額やご利用額
などを表示します。

●カード残額が不足している場合は、下車駅の改札機で出場できません。
　チャージしたうえで、改札機をお通りください。尚、駅係員が不在（無人駅等）でチャージができない時は、
次回ご利用時に駅係員配置駅でお申し出ください。

●小児用カードの場合は、小児運賃で精算いたします。
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　　　の自動精算方式

例 新豊田駅で乗車し、三河豊田駅で下車する場合

230円

三河豊田駅で下車時に、 
カード残額から230円を減額

三河豊田

下　車

新豊田

乗　車

●カード残額が1,500円の場合
1,500円
-　230円

カード残額
新豊田～三河豊田間の運賃

1,270円改札出場後のカード残額

        は下車駅の改札機で出場時に、
必要な運賃をカード残額から
自動的に引き去ります。

●入場時、出場時とも改札機にタッチしてください。
タッチせずに通過した場合、次回のご利用ができなくなります。
●無人駅利用時のお願い
無人駅等で降車される際には、乗務員が　　　を拝見いたします。その後、駅設置の簡易TOICA改札機に
タッチしてください。駅係員のいない駅・時間帯に残額不足などで出場処理ができなかった場合には、次
回ご利用時に駅係員配置駅でお申し出ください。
●　　　は１枚だけでお使いください。
パスケースに２枚以上の　　　が入っていたり、　　　とKitaca、PASMO、Suica、manaca、PiTaPa、
ICOCA、はやかけん、nimocaやSUGOCAなどのICカードが一緒に入っていると改札機を通過できない
場合があります。
※他のICカード（IC電子カード、ICチップ付き運転免許証や他の鉄道用ICカードなど）が一緒に入っていると
　通過できない場合があります。
　　　とmanacaなど、2枚のICカードを同じパスケースに入れて改札機にタッチすると意図したICカード
とは別のICカードに入場記録が入ってしまったり、両方のICカードに入場記録が入ってしまう場合がありま
すので、確実に1枚のICカードをタッチしてください。
●電波を妨げるものと一緒にタッチしないでください。
コイン・鍵などの金属類、銀紙・スクラッチカードなどのアルミ箔を使用した紙などと一緒にタッチすると、
通過できないことがあります。

愛環線を含む　　　エリアでは
全国相互利用交通系ICカードが
ご利用になれます。 



❽

「TOICA定期券」ののりこし精算方式

「TOICA定期券」はのりこしなどの場合、
必要な運賃をカード残額から自動的に引き去ります。

2 定期券区間外の駅で乗車し、定期券区間内で下車する場合
定期券区間の入り口までの区間の運賃をカード残額から自動的に引き去ります。

1 定期券区間内の駅で乗車し、定期券区間外で下車する場合
定期券区間外となるのりこし区間の運賃をカード残額から自動的に引き去ります。

定期券区間「瀬戸口～高蔵寺」の「TOICA定期券」で、八草で乗車し、高蔵寺駅で下車する場合

定期券区間外
230円 定期券区間

高蔵寺駅で下車時に、
カード残額から230円を減額

高蔵寺瀬戸口

下　車

八草

乗　車

3 定期券区間をまたいで、乗車・下車とも定期券区間外となる場合
「定期券区間外の運賃の合計」と「全乗車区間の通し運賃」を比較し、安い方の金額をカード残額から自動的に引き去ります。

例

例

定期券区間「瀬戸市～中水野」の「TOICA定期券」で、山口で乗車し、高蔵寺駅で下車する場合

定期券区間外
230円

通し運賃
340円

定期券区間外
230円定期券区間

中水野瀬戸市

下　車

山口

乗　車

●カード残額が1,500円の場合
1,500円
-　340円

カード残額
精算額（定期券区間外の運賃）

1,160円改札出場後のカード残額

●カード残額が1,500円の場合
1,500円
-　230円

カード残額
八草～瀬戸口間の運賃

1,270円改札出場後のカード残額

定期券区間「岡崎～三河豊田 」の「TOICA定期券」で、新豊田駅で下車する場合 

定期券区間 230円

新豊田で下車時に、
カード残額から230円を減額

定期券区間外

新豊田三河豊田

下　車

岡崎

乗　車

例

●カード残額が1,500円の場合
1,500円
-　230円

カード残額
三河豊田～新豊田間の運賃

1,270円改札出場後のカード残額

定期券区間外の運賃の合計額（230円＋230円
＝460円）と、全乗車区間の通し運賃（340円）を
比較して、安い方の金額（この場合は340円）を、
高蔵寺駅で下車時に減額高蔵寺

●カード残額が不足している場合は、下車駅の自動改札機で出場できません。
チャージしたうえで、自動改札機をお通りください。
●小児用カードの場合は、小児運賃で精算されます。
●「TOICA定期券」を、定期券の有効期間外にご利用の場合は、定期券機能のない「TOICA」としてご利用い
ただいたものとして、乗車駅から下車駅までの運賃をカード残額から自動的に引き去ります。
なお、誤って使うことを防ぐため、定期券有効期間外にカード残額を用いて乗車することができないように
設定することもできます。詳しくは、15ページをご覧ください。

※定期券区間外の駅で乗車し、定期券区間内で下車する場合で、「乗車駅から定期券区間の入り口までの運賃」と「乗車駅から
実際の下車駅までの運賃」が同額となる場合は、ご利用履歴には「乗車駅から実際の下車駅まで」として記録されます。

「TOICA定期券」にチャージをしておけば、定期券区間からのりこした場合や、定期券区間外の駅からご乗車され
た場合も下車駅で精算することなく、自動改札機でのりこし運賃をカード残額から自動的に引き去ります。

あらかじめ「TOICA定期券」にチャージをしてください。

岡崎 三河豊田

瀬戸口 高蔵寺

瀬戸市 中水野
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　　　 で「愛環線とJR線」の連絡定期券を
発売いたします。 

連絡定期券

連絡定期券ののりかえ駅

岡崎駅、高蔵寺駅愛知環状鉄道 ー JR東海

　　 で連絡定期券として発売可能な組み合わせ

●連絡定期券で発売可能な愛環線とＪＲ線とののりかえ駅
　愛環線とののりかえ駅となるＪＲの駅は下記の表をご覧ください。

●連絡定期券で発売可能な定期券種別
　「通勤定期券」及び「通学定期券」

●連絡定期券にすることができる愛環線とＪＲ線の範囲
　「TOICA定期券」として発売できる連絡定期券は、愛環線とＪＲ線との接続駅が「岡崎駅」の場合、
　「高蔵寺駅」の場合、「岡崎駅と高蔵寺駅」の場合の３パターンです。
　※接続駅が「岡崎駅と高蔵寺駅」となる連絡定期券の範囲（ＪＲ線―愛環線―ＪＲ線）については、ＪＲ東海でお問合せください。

愛環線とJR線の連絡定期券

岡崎駅のりかえ

〔凡例〕
JR東海 愛知環状鉄道 連絡定期券の

のりかえ駅

高蔵寺駅のりかえ

四日市

関ケ原 岐阜

名古屋

岡崎

新守山
高蔵寺※

金山 大府

刈谷

浜松
武豊

四日市

関ケ原 岐阜

美濃太田

多治見

中津川

名古屋
勝川

高蔵寺金山 大府

刈谷
岡崎※

※高蔵寺が発（着）駅の場合は、
　浜松～刈谷間の各駅となります。

※岡崎が発（着）の場合は、勝川～中津川間、
　多治見～美濃太田間の各駅となります。

●発売できる範囲に制限があります。
●「愛環線と名鉄線」、「愛環線とリニモ線」の連絡定期券は発売いたしません。
●「JR線とmanaca事業者」の連絡定期券に「愛環線」を追加することはできません。
●「JR線と近鉄線」の連絡定期券に「愛環線」を追加することはできません。
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●「愛環線をきっぷ⇔ＪＲ線をＩＣカード」または「愛環線をＩＣカード⇔ＪＲ線をきっぷ」でおのりかえのご利用の場合
は、一旦岡崎駅の改札口を出場していただき、再度岡崎駅の改札口より入場してください。 

●　　　またはＩＣカードで、岡崎駅のＩＣのりかえ改札機にタッチを行わないと、岡崎駅で愛環線→ＪＲ線またはＪＲ
線→愛環線ののりかえをしていない経路での運賃計算を下車駅の自動改札機が行うため、「高蔵寺経由」の運
賃を自動的に引き去りますのでご注意ください。

　例：豊橋入場→岡崎のりかえ→三河豊田出場で「岡崎のりかえ改札機タッチ」を行わなかった時
　　　　またはＩＣカードに岡崎駅を通った記録がされておらず、岡崎駅でＪＲ線→愛環線へののりかえをしない経
路での運賃計算を下車駅の自動改札機が行うため、豊橋→金山→高蔵寺→三河豊田の運賃を自動的に引き去
ります。

岡崎駅で愛環線を　　 またはICカードでご利用になる
すべてのお客さまは、ホームにある
ＩＣのりかえ改札機にタッチしてください。

●　　  またはICカードで愛環線から降車された場合は、0番ホームの
　水色のICのりかえ改札機にタッチし、改札口の改札機でもタッチしてください。
●　　  またはICカードで愛環線をご乗車になる場合は、改札口の改札機にタッチし、
　0番ホームのピンク色のICのりかえ改札機でもタッチしてください。
※岡崎駅設置の改札機からICのりかえ改札機間は運賃の引き去りはいたしません。

●　　  またはICカードで「愛環線→ＪＲ線」へのりかえる場合は、JR線ご乗車前に0番ホームの
　水色のＩＣのりかえ改札機にタッチしてください。
●　　  またはICカードで「ＪＲ線→愛環線」へのりかえる場合は、愛環線ご乗車前に0番ホームの
　ピンク色のＩＣのりかえ改札機にタッチしてください。

●愛環線のみをご乗車になるお客さま
●愛環線からＪＲ線へのりかえるお客さま
●ＪＲ線から愛環線へのりかえるお客さま
※「ＴＯＩＣＡ定期券」をご利用のお客さまも、ICのりかえ改札機に必ずタッチしてください。

ＩＣのりかえ改札機ご利用対象のお客さま

岡崎駅で「愛環線→ＪＲ線」または「ＪＲ線→愛環線」へのりかえる場合

愛環線を降車し岡崎駅から出場する場合／岡崎駅から愛環線にご乗車になる場合

愛環線出場処理
および

ＪＲ線入場処理

愛環線からJR線へのりかえる場合

愛環線 ＪＲ線

ＪＲ線出場処理
および

愛環線入場処理ＪＲ線

ＪＲ線から愛環線へのりかえる場合

愛環線

岡崎駅改札口より愛環線ご利用の場合

愛環線

岡崎駅改札口で
タッチ

ホームの
ピンク色の改札機
でもタッチ

愛環線から降車し、岡崎駅から出場の場合

ホームの
水色の改札機
でもタッチ

岡崎駅改札口でも
タッチ

愛環線

　　　   または
ICカードで
愛環線乗車

　　　   または
ICカードで
愛環線乗車

　　　   または
ICカードで
愛環線乗車

　　　   または
ICカードで
愛環線乗車

　　　   または
ICカードで
ＪＲ線乗車

　　　   または
ICカードで
ＪＲ線乗車

ＩＣのりかえ改札機

岡崎駅のICのりかえ改札機のご利用
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払いもどし

払いもどし箇所

払いもどし額の計算方法

● 岡崎駅、中岡崎駅、北岡崎駅、三河豊田駅、新豊田駅、八草駅、瀬戸口駅、瀬戸市駅、
　 高蔵寺駅の各駅で、定期券取扱い時間にお取扱いいたします。

・カード残額が220円以下の場合は、デポジット500円のみを返金します。

●「TOICA」の払いもどし

●カード残額のみを払いもどしすることはできません。
●小児カードの有効期限の翌日以降に払いもどしをする場合は、カード残額からは手数料をいただきません。
この場合、「TOICA」（小児用）の払いもどし手数料は0円、「TOICA定期券」（小児用）の手数料は定期券
部分の払いもどし計算額がある場合のみ220円となります。

●「TOICA定期券」および小児用カードの払いもどしには、公的証明書等（運転免許証、写真付き学生証等）
　のご提示が必要となります。小児用カードの払いもどしは、ご本人以外の方（代理人）でもお取扱いいたし
　ます。この場合、代理人の方の公的証明書をご提示ください。

カード残額 ー +220円
（払いもどし手数料）

500円
（デポジット）

・払いもどし計算額（カード残額を含みます）が220円以下の場合は、デポジット500円のみを返金します。

※電子マネーご利用により10円未満の端数が生じた際には、1円単位を切り上げて返金いたします。

●「TOICA定期券」の払いもどし

定期券部分の
払いもどし計算額 ＋ ーカード残額 220円

（払いもどし手数料）+
500円

（デポジット）

・払いもどし計算額が220円以下の場合は、払いもどし額はありません。
・カード残額、デポジットはそのまま引き継がれます。

●「TOICA定期券」の定期券部分のみの払いもどし
　（カードを引き続き「TOICA」としてご利用になる場合）

定期券部分の
払いもどし計算額 ー

220円
（払いもどし手数料）

　　　 の払いもどし

※岡崎駅および高蔵寺駅はJR東海の窓口でお取扱いいたします。
※JR東海で発売したTOICA定期券は、愛環では払いもどしのお取扱いができません。
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再発行

 ※紛失カードが発見された場合は、定期券発売駅にご持参いただければ、デポジット500円を返金します。
 ※定期券機能のない「TOICA」は、紛失時の再発行のお取扱いはいたしません。

・ TOICA定期券をお求めになった事業者（発売事業者）の取扱窓口で、紛失の届出の翌日から30日以内に
 お受け取り下さい。
・ 再発行手数料520円と新しいカードのデポジット500円、合計1,020円を現金でお支払いいただきます。
・ 公的証明書等（運転免許証、写真付き学生証等）のご提示が必要となります。

①定期券発売駅の駅係員へお申し出ください。

②再発行

③再発行カードをお受け取りください。

・ 再発行は、使用停止手配が完了した時点での定期券情報とカード残額により行います。

①定期券発売駅の駅係員へお申し出ください。
・ カード裏面記載のカード番号にもとづき、再発行の手続きをします。
 裏面のカード番号が判読できない場合は、再発行できません。
・ カードの使用停止手配を行い、翌日以降に新しいカードを再発行いたします。
・ JR東海で購入されたTOICA定期券に障害が発生した場合は、JR東海の駅へお申し出ください。

②再発行
・ 再発行は、使用停止手配が完了した時点での定期券情報とカード残額により行います。

③再発行カードをお受け取りください。

「TOICA定期券」を紛失した場合の再発行

カードに障害が発生した場合の再発行

・ ご購入時にご登録いただいたお名前や定期券区間などの情報をもとに、紛失カードを特定します。
・ カードの使用停止手配を行い、翌日以降に新しいカードを再発行いたします。
・ 公的証明書等（運転免許証、写真付き学生証等）のご提示が必要となります。
・ 一旦お申し込みされますと、後に紛失カードが発見された場合でも取り消すことはできません。
・ TOICA定期券を購入された定期券発売駅以外でもお申し出いただけます。
・ JR東海で購入されたTOICA定期券を紛失した場合は、JR東海の駅へお申し出ください。 

　　　 の再発行

・　　　エリアの駅で、カード障害の届出の翌日から30日以内にお受け取りください。
 届け出た駅とは異なる駅でもお受け取りいただけます。

●「TOICA」を再発行した場合

●「TOICA定期券」を再発行した場合
・ 定期券発売会社の　　　エリアの駅で、カード障害の届出の翌日から３０日以内にお受け取りください。
・ 再発行手数料、新しいカードのデポジットは不要です。

TOICA定期券は万一紛失しても再発行できます。また、TOICAカードに障害が発生した場合、再発行します。
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交通系ICカードの全国相互利用サービス

各利用可能エリアの詳細につきましては、
Kitaca、PASMO、Suica、manaca、
PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、
SUGOCAの各ホームページを
ご覧ください。

※　　　はPASMOエリア、PiTaPaエリアの一部
　交通事業者ではご利用になれません。

manaca

Kitaca

Suica

PASMO

ICOCA

SUGOCA

nimoca

はやかけん

PiTaPa

例えば「札幌～小樽」（Kitacaエリア）、「浅草～人形町」（PASMOエリア）や「小倉～門司港」（SUGOCA
エリア）など、それぞれのエリア内でのご乗車も、改札機に　　　をタッチするだけで、運賃をカード残額から
自動的に引き去ります。

　　  は全国の主な公共交通機関でもご利用になれます。

このマークは、交通系ICカード全国
相互利用のシンボルマークです。
お手持ちの　　　は全国の　　
マークのある鉄道・バス・店舗などで
もご利用になれます。

でご乗車になれる交通系ICカードのエリア

エリアをまたがってご利用になれない例

交通系ICカード全国相互利用のシンボルマーク

各エリア外へののりこしや異なるエリアをまたがってのご利用は
できません。

「TOICAエリア」、「Kitacaエリア」、「PASMOエリア」、Suica
の「首都圏エリア」「札幌（SAPICA）エリア」「仙台エリア」「新潟
エリア」、「manacaエリア」、「PiTaPaエリア」、「ICOCAエリア」、
「はやかけんエリア」、「nimocaエリア」、SUGOCAの「福岡・佐賀・
大分・熊本エリア」「長崎エリア」「鹿児島エリア」「宮崎エリア」の
いずれか1つのエリア内で完結するご乗車にのみご利用になれ
ます。ただし、首都圏のSuicaエリアとPASMOエリア及び九州の
SUGOCAエリアとはやかけんエリアの一部（相互直通区間）は
エリアをまたがってご利用になれます。

異なるエリアをまたがるご乗車にはご利用になれません。やむ
をえずエリア外までのりこした場合は、下車駅の駅係員または
乗務員にお申し出ください。乗車駅からの運賃または定期券
区間外の運賃をお支払いいただきます。

TOICAエリアICOCAエリア

醒ケ井 大垣米原彦根

（2019年10月現在）

SuicaエリアTOICAエリア

熱海 国府津

下曽我

函南

御殿場

沼津

下曽我～函南をご乗車の場合、
運賃は御殿場経由の金額（1,170円）を収受します。
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自動券売機や入金機にて、鉄道等のご利用と合わせてご利用履歴の表示・印字ができます。ただし、「物販」等
の表示・印字となり、詳しいご利用箇所の表示・印字はできません。

今お持ちの　　　が、愛環線各駅ホーム上の一部の飲み物の自動販売機、新豊田駅や駅周辺のコンビニを
はじめ、東海道・山陽新幹線の車内販売＊などでご利用いただけます。また、全国のコンビニエンスストアで
のお買い物にも便利にお使いいただけます。　＊一部、車内販売を営業していない列車がございます。 

右のマークなど　　　の表示がある店舗・自動販売機等でご利用になれます。
　　　をご利用になれる箇所は順次拡大をしています。詳しくはJR東海TOICA
ホームページ（https://toica.jr-central.co.jp/stores/index.html）をご覧ください。
　　　はKitaca・PASMO・Suica・manaca・ICOCA・はやかけん・nimoca・
SUGOCA加盟店でもご利用になれます。

●TOICA電子マネーをご利用の際には、あらかじめ、駅の　　　の表示がある自動券売機、自動精算機、
入金機やコンビニエンスストア、セブン銀行ATM等でチャージをしてください。
●カード内に金額をチャージする機能のない「TOICA定期券」ではTOICA電子マネーをご利用になれま
せん。
●自動販売機などでは、現金もしくは他のＩＣカード（電子マネー）との併用はできません。

ご利用履歴の確認

TOICA電子マネーご利用可能店舗

TOICA電子マネー

　　　 は、お買い物にも使えます。

店舗でのご利用方法

自動販売機のご利用方法

※コンビニエンスストア、セブン銀行ATMでは、チャージもできます(一部除く)。 ※PiTaPaは電子マネー相互利用の対象外です。
※店舗により、一部ご購入いただけない商品やサービスがございます。

先に商品選択ボタンを押してく
ださい。

金額を確認して、カード読み取り
部にタッチしてください。

取り出し口から商品をお取りく
ださい。

※「ピピピピピ」というエラー音が鳴りましたら、
　もう一度しっかりとタッチをお願いします。

「ピピッ」と音がしたらお支払いは
完了です。

端末（レジ等）に表示される金額
を確認し、カード読み取り部にタ
ッチしてください。

お会計の際、　　　でお支払いの
旨を店舗係員にお申し付けくだ
さい。

で！
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カードの設定

「ＴＯＩＣＡ定期券」の定期券有効期間外に自動改札機で
カード残額を用いて乗車することができないように
設定することができます。

この設定を「否」とした「TOICA定期券」では、定期券有効期間外に自動改札機を通過することはできず、
ゲートが閉じますので、ご注意ください。
定期券有効期間内については、この機能の設定内容によらず、のりこし精算やチャージなどが可能です。
「TOICA定期券」をご購入、または発行替えされる際に、この機能の設定内容をご指定ください。（「TOICA
定期券購入申込書」の該当欄に○をご記入ください。）
ご購入後も、係員改札口で、いつでも設定を変更することができます。

この設定をしておくと、定期券の期限が切れているのに気づかずに定期券区間のご利用を続け、知らないうち
にカード残額が減ってしまった、ということを防ぎます。

定期券有効期間外においてカード残額を利用しない場合は、カード残額利用を「否」に設定してください。カー
ド残額利用の設定の「可」と「否」の相違点は以下のようになります。

カード残額が1,000円以下になった場合や、「TOICA定期券」の有効期間が残り14日以下となった場合に、
改札機通過時の案内音を通常とは異なる音にすることができます。
※愛環では、「ＴＯＩＣＡ」および「ＴＯＩＣＡ定期券」を、音声案内設定「あり」で発売いたします。

音声案内設定の「あり」「なし」による案内音の違いは、以下のようになります。

音声案内設定は、係員改札口にて、いつでも変更することができます。

定期券有効期間外のカード残額利用の設定

※チャージや電子マネーとしてはご利用になれます。

※

「否」に設定「可」に設定

定期券区間外の乗車
（のりこし精算等）

カード残額での乗車
（「TOICA」としての利用）

有効期間内

有効期間外

○

×

○

○

・「TOICA」の場合
・「TOICA定期券」でカード残額を
 使用したご利用の場合

・「TOICA定期券」で
 定期券区間内のみを
 ご利用の場合

音声案内設定「あり」 音声案内設定「なし」

ピピッ

ピピピッ

通　常

カード残額が
1,000円以下

ピッ

ピッピッ

通　常

定期券有効期間が
残り14日以下

ピッ

ピピッ

カード残額が少なくなったときや、
「TOICA定期券」の有効期限が近づいたときに、
改札通過時の案内音を変えることができます。
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Q&A

の3月31日）がカード有効期限となり、
その翌日以降は使用できなくなりま
す。カードは払いもどししていただき、
新たに大人用のカードをご購入くださ
い。なお、小児用カードをカード有効期
限の翌日以降に払いもどしする場合は
カード残額からは手数料をいただきま
せん。（小児用の「TOICA定期券」で、
定期券部分の払いもどし計算額がある
場合は手数料をいただきます。）

カードに登録してある名前や電
話番号が変わった(または間違
いがあった)ときは、どうすれば
よいですか?
定期券発売駅でお申し出ください。申
込書のご記入と、公的証明書等（運転
免許証、写真付き学生証等）のご提示
が必要となります。

「ＴＯＩＣＡ」や「ＴＯＩＣＡ定期券」
の券面にシールを貼付して利用
はできますか？
　　の券面にシールを貼付している
と駅にある機器でチャージをする際に
詰まってしまう可能性がありますので、
　　の券面へのシールの貼付はおや
めください。（　　へのシール貼付は
ICカード乗車券運送約款の規定により
「TOICA」または「TOICA定期券」が無
効となる場合があります。）

カードの残額は十分あるはずな
のに、自動改札機で使えません。
どうすればよいですか？
エリア外までのりこした場合などカード
の処理が必要な場合や、「TOICA定期
券」の定期券有効期間外にカード残額
を用いて乗車することができない設定
となっている場合などが考えられます。

現在、磁気の定期券を使ってい
るのですが、「TOICA定期券」
に変更することはできますか?
お手持ちの磁気定期券を「TOICA定期
券」に交換（発行替え）することができま
す。定期券発売駅でお申し出ください。
なお、一部TOICA定期券へ発行替えが
できない磁気定期券があります。また、
発行替えの際にはデポジット500円を
お支 払 い いただきます。（ 既に
「TOICA」をお持ちの場合は、それをお
使いになればデポジットは不要です。）

「TOICA定期券」の有効期限が
切 れ た 後 は 、そ の ま ま
「TOICA」として利用できます
か?
「TOICA定期券」を定期券の有効期間
外にご利用の場合は、定期券機能のな
い「TOICA」と同様にご利用になれま
す。なお、有効期限が切れた後
「TOICA」としてご利用されている場
合に紛失されても、お名前などの情報
が残っていますので、紛失時の再発行
のお取扱いが可能です。
※定期券の有効期限が切れた「TOICA定期
券」もお名前の記載がありますので、ご利
用はご本人のみとなります。 

※定期券の有効期限が切れた「TOICA定期
券」からお名前などの情報を削除して
「TOICA」に変更することも可能ですが、
その場合は紛失時の再発行ができなくな
ります。

小児用カードは、小学校卒業後
はどうすればよいですか？
小児用の「TOICA」「TOICA定期券」
は、ご本人が12歳になる年度の3月
31日（4月1日が誕生日の場合は前日

また、カード自体に障害が発生している
ことも考えられますので、駅係員にお
申し出ください。なお、カードのご使用
にあたっては、7ページの注意事項をご
参照ください。
※カードに障害が発生している場合は再発
行手続きをさせていただきます。詳しく
は、12ページをご覧ください。

1,000円チャージするつもり
が、誤って5,000円チャージし
てしまいました。どうすればよい
ですか?
自動券売機、入金機でチャージする金
額をお間違えになった場合は、以下の
条件を全て満たす場合に、誤って
チャージした金額を手数料なしで払い
もどしいたします。改札口の駅係員に
お申し出ください。
・チャージ後にカード残額をご利用に
なっていないこと。
・チャージした当日にお申し出になる
こと。
・チャージした駅と同一の駅でお申し出
になること。

なお、払いもどしは定期券発売駅のみ
で取扱いますので、駅の移動を伴う場
合があります。あらかじめご了承くだ
さい。

ご利用可能エリア内でのみ利用
可能とありますが、エリア外へ
行ってしまった場合はどうすれ
ばよいですか？
　　は、ご利用可能エリア内において
自動改札機でご利用になることを前提
としておりますので、ご利用はエリア内
で完結する場合に限らせていただいて
おります。愛環線からエリア外までご乗
車される場合は、岡崎駅または高蔵寺
駅までＴＯＩＣＡをご利用いただき、一旦

出場後ＪＲ窓口にて、あらためて目的地
までのきっぷをお買い求めください。
やむをえずエリア外までのりこした場
合は、下車駅の駅係員または乗務員に
お申し出ください。乗車駅からの運賃
または定期券区間外の運賃をお支払
いいただきます。
※カードはそのままでは次回のご利用がで
きませんので、次回ご利用の前に　　　 
の取扱いが可能な駅の改札口係員にお申
し出ください。

列車の運行がストップしてしま
い、目的の駅まで行けなくなっ
たときは、どうなるのですか?
乗車駅まで無料でお戻りになれます
が、途中駅で旅行を中止されたり、途中
駅までお戻りいただいた場合は、乗車
駅から下車駅までの運賃を　　でご
精算いただきます。

SuicaエリアやICOCAエリア
等でも　　を利用できるという
ことは、「沼津～小田原」や「大
垣～彦根」のような乗車もでき
るということですか？
　　は、各エリアのうち、いずれか１つ
の中で完結するご乗車にのみお使いに
なれます。異なるエリアをまたがるご乗
車にはお使いになれません。沼津、大
垣は　　エリアの駅、小田原はSuica
エリアの駅、彦根はICOCAエリアの駅
ですので、　　でのご乗車はできませ
ん。異なるエリアをまたがるご乗車の
場合は、JR窓口にてあらかじめ全乗車
区間のきっぷをお買い求めください。
［ エリアをまたがってご利用になれない例 ］

出場～入場していただきますようお願
いいたします。

　　を利用してＰｉＴａＰａ加盟店
でお買いものなど利用はできま
すか？
ＰｉＴａＰａは電子マネー相互利用の対象
外ですので、　　はＰｉＴａＰａ加盟店で
はご利用になれません。

カード残額にある１円単位の金
額を使い切ることはできますか？
　　をお買い物でご利用の場合は、
１円単位の金額をご利用になれます。
　　エリアの鉄道をご利用の場合
は、１０円単位でのご利用となります。
なお、　　を払いもどしする際には、
１円単位の金額を１０円単位に切り上
げて計算します。

裏面に「機器等での最後のご利
用日から10年間ご利用がない
場合は失効します」とあります
が、本当に使えなくなるのでしょ
うか？
　　のカードや機器、システムは性能
向上等のため随時更新を行っておりま
すが、長期間使用されていないカード
についてはこうした機会がないために、
最新のサービスレベルをご提供できな
くなる恐れがあります。このため、１０年
間ご利用がない場合には失効すること
とさせて頂いておりますが、お客さま
の利便性を考慮し、機器やシステムが
対応できる期間は引き続きお使いいた
だける取扱いとしております（カード自
体の不具合等により使用できない場合
もございますので、その場合は駅係員
にご相談ください）。

Suicaエリア、PASMOエリア、
manacaエリアやICOCAエリ
ア等でも、　　の払いもどしや
再発行はできますか？
　　エリア外の駅では、　　の払いも
どしや再発行のお申し込み（紛失や
カード障害の届出）は受け付けており
ません。これらは　　エリア内の駅で
のみお取扱いいたします。なお、
TOICA定期券の払いもどしや再発行
については、定期券発売会社でのみお
取扱いいたします。

岡崎駅で「ICのりかえ改札機」に
タッチをしなかった場合、下車駅
での処理方法はどうなりますか？
下車駅でそのまま自動改札機等にタッ
チしますと、実際の乗車経路とは異なる
運賃額をカード残額から引き去ります。
下車駅では自動改札機等にタッチせず、
駅係員に「岡崎でタッチしていない」旨
をご申告ください。駅係員が正しい運賃
額で処理をいたします。無人駅等で駅
係員がいない場合は、次回ご利用時に
駅係員配置駅でお申し出ください。

高蔵寺駅でのりかえる時は、
　　に何か処理が必要ですか？
愛環線・ＪＲ線ともに　　 またはＩＣカー
ドをご利用で、高蔵寺駅でのりかえの際
は、ＩＣカードに処理の必要ありません。
そのままおのりかえください。なお、
愛環線きっぷ～ＪＲ線ＩＣカードなど、
きっぷとＩＣカードを組み合わせてご利
用の際は、一旦高蔵寺駅の改札口で

こんなとき、
どうすればいいの？
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Q&A

の3月31日）がカード有効期限となり、
その翌日以降は使用できなくなりま
す。カードは払いもどししていただき、
新たに大人用のカードをご購入くださ
い。なお、小児用カードをカード有効期
限の翌日以降に払いもどしする場合は
カード残額からは手数料をいただきま
せん。（小児用の「TOICA定期券」で、
定期券部分の払いもどし計算額がある
場合は手数料をいただきます。）

カードに登録してある名前や電
話番号が変わった(または間違
いがあった)ときは、どうすれば
よいですか?
定期券発売駅でお申し出ください。申
込書のご記入と、公的証明書等（運転
免許証、写真付き学生証等）のご提示
が必要となります。

「ＴＯＩＣＡ」や「ＴＯＩＣＡ定期券」
の券面にシールを貼付して利用
はできますか？
　　の券面にシールを貼付している
と駅にある機器でチャージをする際に
詰まってしまう可能性がありますので、
　　の券面へのシールの貼付はおや
めください。（　　へのシール貼付は
ICカード乗車券運送約款の規定により
「TOICA」または「TOICA定期券」が無
効となる場合があります。）

カードの残額は十分あるはずな
のに、自動改札機で使えません。
どうすればよいですか？
エリア外までのりこした場合などカード
の処理が必要な場合や、「TOICA定期
券」の定期券有効期間外にカード残額
を用いて乗車することができない設定
となっている場合などが考えられます。

現在、磁気の定期券を使ってい
るのですが、「TOICA定期券」
に変更することはできますか?
お手持ちの磁気定期券を「TOICA定期
券」に交換（発行替え）することができま
す。定期券発売駅でお申し出ください。
なお、一部TOICA定期券へ発行替えが
できない磁気定期券があります。また、
発行替えの際にはデポジット500円を
お支 払 い いただきます。（ 既に
「TOICA」をお持ちの場合は、それをお
使いになればデポジットは不要です。）

「TOICA定期券」の有効期限が
切 れ た 後 は 、そ の ま ま
「TOICA」として利用できます
か?
「TOICA定期券」を定期券の有効期間
外にご利用の場合は、定期券機能のな
い「TOICA」と同様にご利用になれま
す。なお、有効期限が切れた後
「TOICA」としてご利用されている場
合に紛失されても、お名前などの情報
が残っていますので、紛失時の再発行
のお取扱いが可能です。
※定期券の有効期限が切れた「TOICA定期
券」もお名前の記載がありますので、ご利
用はご本人のみとなります。 

※定期券の有効期限が切れた「TOICA定期
券」からお名前などの情報を削除して
「TOICA」に変更することも可能ですが、
その場合は紛失時の再発行ができなくな
ります。

小児用カードは、小学校卒業後
はどうすればよいですか？
小児用の「TOICA」「TOICA定期券」
は、ご本人が12歳になる年度の3月
31日（4月1日が誕生日の場合は前日

また、カード自体に障害が発生している
ことも考えられますので、駅係員にお
申し出ください。なお、カードのご使用
にあたっては、7ページの注意事項をご
参照ください。
※カードに障害が発生している場合は再発
行手続きをさせていただきます。詳しく
は、12ページをご覧ください。

1,000円チャージするつもり
が、誤って5,000円チャージし
てしまいました。どうすればよい
ですか?
自動券売機、入金機でチャージする金
額をお間違えになった場合は、以下の
条件を全て満たす場合に、誤って
チャージした金額を手数料なしで払い
もどしいたします。改札口の駅係員に
お申し出ください。
・チャージ後にカード残額をご利用に
なっていないこと。
・チャージした当日にお申し出になる
こと。
・チャージした駅と同一の駅でお申し出
になること。

なお、払いもどしは定期券発売駅のみ
で取扱いますので、駅の移動を伴う場
合があります。あらかじめご了承くだ
さい。

ご利用可能エリア内でのみ利用
可能とありますが、エリア外へ
行ってしまった場合はどうすれ
ばよいですか？
　　は、ご利用可能エリア内において
自動改札機でご利用になることを前提
としておりますので、ご利用はエリア内
で完結する場合に限らせていただいて
おります。愛環線からエリア外までご乗
車される場合は、岡崎駅または高蔵寺
駅までＴＯＩＣＡをご利用いただき、一旦

出場後ＪＲ窓口にて、あらためて目的地
までのきっぷをお買い求めください。
やむをえずエリア外までのりこした場
合は、下車駅の駅係員または乗務員に
お申し出ください。乗車駅からの運賃
または定期券区間外の運賃をお支払
いいただきます。
※カードはそのままでは次回のご利用がで
きませんので、次回ご利用の前に　　　 
の取扱いが可能な駅の改札口係員にお申
し出ください。

列車の運行がストップしてしま
い、目的の駅まで行けなくなっ
たときは、どうなるのですか?
乗車駅まで無料でお戻りになれます
が、途中駅で旅行を中止されたり、途中
駅までお戻りいただいた場合は、乗車
駅から下車駅までの運賃を　　でご
精算いただきます。

SuicaエリアやICOCAエリア
等でも　　を利用できるという
ことは、「沼津～小田原」や「大
垣～彦根」のような乗車もでき
るということですか？
　　は、各エリアのうち、いずれか１つ
の中で完結するご乗車にのみお使いに
なれます。異なるエリアをまたがるご乗
車にはお使いになれません。沼津、大
垣は　　エリアの駅、小田原はSuica
エリアの駅、彦根はICOCAエリアの駅
ですので、　　でのご乗車はできませ
ん。異なるエリアをまたがるご乗車の
場合は、JR窓口にてあらかじめ全乗車
区間のきっぷをお買い求めください。
［ エリアをまたがってご利用になれない例 ］

出場～入場していただきますようお願
いいたします。

　　を利用してＰｉＴａＰａ加盟店
でお買いものなど利用はできま
すか？
ＰｉＴａＰａは電子マネー相互利用の対象
外ですので、　　はＰｉＴａＰａ加盟店で
はご利用になれません。

カード残額にある１円単位の金
額を使い切ることはできますか？
　　をお買い物でご利用の場合は、
１円単位の金額をご利用になれます。
　　エリアの鉄道をご利用の場合
は、１０円単位でのご利用となります。
なお、　　を払いもどしする際には、
１円単位の金額を１０円単位に切り上
げて計算します。

裏面に「機器等での最後のご利
用日から10年間ご利用がない
場合は失効します」とあります
が、本当に使えなくなるのでしょ
うか？
　　のカードや機器、システムは性能
向上等のため随時更新を行っておりま
すが、長期間使用されていないカード
についてはこうした機会がないために、
最新のサービスレベルをご提供できな
くなる恐れがあります。このため、１０年
間ご利用がない場合には失効すること
とさせて頂いておりますが、お客さま
の利便性を考慮し、機器やシステムが
対応できる期間は引き続きお使いいた
だける取扱いとしております（カード自
体の不具合等により使用できない場合
もございますので、その場合は駅係員
にご相談ください）。

Suicaエリア、PASMOエリア、
manacaエリアやICOCAエリ
ア等でも、　　の払いもどしや
再発行はできますか？
　　エリア外の駅では、　　の払いも
どしや再発行のお申し込み（紛失や
カード障害の届出）は受け付けており
ません。これらは　　エリア内の駅で
のみお取扱いいたします。なお、
TOICA定期券の払いもどしや再発行
については、定期券発売会社でのみお
取扱いいたします。

岡崎駅で「ICのりかえ改札機」に
タッチをしなかった場合、下車駅
での処理方法はどうなりますか？
下車駅でそのまま自動改札機等にタッ
チしますと、実際の乗車経路とは異なる
運賃額をカード残額から引き去ります。
下車駅では自動改札機等にタッチせず、
駅係員に「岡崎でタッチしていない」旨
をご申告ください。駅係員が正しい運賃
額で処理をいたします。無人駅等で駅
係員がいない場合は、次回ご利用時に
駅係員配置駅でお申し出ください。

高蔵寺駅でのりかえる時は、
　　に何か処理が必要ですか？
愛環線・ＪＲ線ともに　　 またはＩＣカー
ドをご利用で、高蔵寺駅でのりかえの際
は、ＩＣカードに処理の必要ありません。
そのままおのりかえください。なお、
愛環線きっぷ～ＪＲ線ＩＣカードなど、
きっぷとＩＣカードを組み合わせてご利
用の際は、一旦高蔵寺駅の改札口で
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の3月31日）がカード有効期限となり、
その翌日以降は使用できなくなりま
す。カードは払いもどししていただき、
新たに大人用のカードをご購入くださ
い。なお、小児用カードをカード有効期
限の翌日以降に払いもどしする場合は
カード残額からは手数料をいただきま
せん。（小児用の「TOICA定期券」で、
定期券部分の払いもどし計算額がある
場合は手数料をいただきます。）

カードに登録してある名前や電
話番号が変わった(または間違
いがあった)ときは、どうすれば
よいですか?
定期券発売駅でお申し出ください。申
込書のご記入と、公的証明書等（運転
免許証、写真付き学生証等）のご提示
が必要となります。

「ＴＯＩＣＡ」や「ＴＯＩＣＡ定期券」
の券面にシールを貼付して利用
はできますか？
　　の券面にシールを貼付している
と駅にある機器でチャージをする際に
詰まってしまう可能性がありますので、
　　の券面へのシールの貼付はおや
めください。（　　へのシール貼付は
ICカード乗車券運送約款の規定により
「TOICA」または「TOICA定期券」が無
効となる場合があります。）

カードの残額は十分あるはずな
のに、自動改札機で使えません。
どうすればよいですか？
エリア外までのりこした場合などカード
の処理が必要な場合や、「TOICA定期
券」の定期券有効期間外にカード残額
を用いて乗車することができない設定
となっている場合などが考えられます。

現在、磁気の定期券を使ってい
るのですが、「TOICA定期券」
に変更することはできますか?
お手持ちの磁気定期券を「TOICA定期
券」に交換（発行替え）することができま
す。定期券発売駅でお申し出ください。
なお、一部TOICA定期券へ発行替えが
できない磁気定期券があります。また、
発行替えの際にはデポジット500円を
お支 払 い いただきます。（ 既に
「TOICA」をお持ちの場合は、それをお
使いになればデポジットは不要です。）

「TOICA定期券」の有効期限が
切 れ た 後 は 、そ の ま ま
「TOICA」として利用できます
か?
「TOICA定期券」を定期券の有効期間
外にご利用の場合は、定期券機能のな
い「TOICA」と同様にご利用になれま
す。なお、有効期限が切れた後
「TOICA」としてご利用されている場
合に紛失されても、お名前などの情報
が残っていますので、紛失時の再発行
のお取扱いが可能です。
※定期券の有効期限が切れた「TOICA定期
券」もお名前の記載がありますので、ご利
用はご本人のみとなります。 

※定期券の有効期限が切れた「TOICA定期
券」からお名前などの情報を削除して
「TOICA」に変更することも可能ですが、
その場合は紛失時の再発行ができなくな
ります。

小児用カードは、小学校卒業後
はどうすればよいですか？
小児用の「TOICA」「TOICA定期券」
は、ご本人が12歳になる年度の3月
31日（4月1日が誕生日の場合は前日

また、カード自体に障害が発生している
ことも考えられますので、駅係員にお
申し出ください。なお、カードのご使用
にあたっては、7ページの注意事項をご
参照ください。
※カードに障害が発生している場合は再発
行手続きをさせていただきます。詳しく
は、12ページをご覧ください。

1,000円チャージするつもり
が、誤って5,000円チャージし
てしまいました。どうすればよい
ですか?
自動券売機、入金機でチャージする金
額をお間違えになった場合は、以下の
条件を全て満たす場合に、誤って
チャージした金額を手数料なしで払い
もどしいたします。改札口の駅係員に
お申し出ください。
・チャージ後にカード残額をご利用に
なっていないこと。
・チャージした当日にお申し出になる
こと。
・チャージした駅と同一の駅でお申し出
になること。

なお、払いもどしは定期券発売駅のみ
で取扱いますので、駅の移動を伴う場
合があります。あらかじめご了承くだ
さい。

ご利用可能エリア内でのみ利用
可能とありますが、エリア外へ
行ってしまった場合はどうすれ
ばよいですか？
　　は、ご利用可能エリア内において
自動改札機でご利用になることを前提
としておりますので、ご利用はエリア内
で完結する場合に限らせていただいて
おります。愛環線からエリア外までご乗
車される場合は、岡崎駅または高蔵寺
駅までＴＯＩＣＡをご利用いただき、一旦

出場後ＪＲ窓口にて、あらためて目的地
までのきっぷをお買い求めください。
やむをえずエリア外までのりこした場
合は、下車駅の駅係員または乗務員に
お申し出ください。乗車駅からの運賃
または定期券区間外の運賃をお支払
いいただきます。
※カードはそのままでは次回のご利用がで
きませんので、次回ご利用の前に　　　 
の取扱いが可能な駅の改札口係員にお申
し出ください。

列車の運行がストップしてしま
い、目的の駅まで行けなくなっ
たときは、どうなるのですか?
乗車駅まで無料でお戻りになれます
が、途中駅で旅行を中止されたり、途中
駅までお戻りいただいた場合は、乗車
駅から下車駅までの運賃を　　でご
精算いただきます。

SuicaエリアやICOCAエリア
等でも　　を利用できるという
ことは、「沼津～小田原」や「大
垣～彦根」のような乗車もでき
るということですか？
　　は、各エリアのうち、いずれか１つ
の中で完結するご乗車にのみお使いに
なれます。異なるエリアをまたがるご乗
車にはお使いになれません。沼津、大
垣は　　エリアの駅、小田原はSuica
エリアの駅、彦根はICOCAエリアの駅
ですので、　　でのご乗車はできませ
ん。異なるエリアをまたがるご乗車の
場合は、JR窓口にてあらかじめ全乗車
区間のきっぷをお買い求めください。
［ エリアをまたがってご利用になれない例 ］

出場～入場していただきますようお願
いいたします。

　　を利用してＰｉＴａＰａ加盟店
でお買いものなど利用はできま
すか？
ＰｉＴａＰａは電子マネー相互利用の対象
外ですので、　　はＰｉＴａＰａ加盟店で
はご利用になれません。

カード残額にある１円単位の金
額を使い切ることはできますか？
　　をお買い物でご利用の場合は、
１円単位の金額をご利用になれます。
　　エリアの鉄道をご利用の場合
は、１０円単位でのご利用となります。
なお、　　を払いもどしする際には、
１円単位の金額を１０円単位に切り上
げて計算します。

裏面に「機器等での最後のご利
用日から10年間ご利用がない
場合は失効します」とあります
が、本当に使えなくなるのでしょ
うか？
　　のカードや機器、システムは性能
向上等のため随時更新を行っておりま
すが、長期間使用されていないカード
についてはこうした機会がないために、
最新のサービスレベルをご提供できな
くなる恐れがあります。このため、１０年
間ご利用がない場合には失効すること
とさせて頂いておりますが、お客さま
の利便性を考慮し、機器やシステムが
対応できる期間は引き続きお使いいた
だける取扱いとしております（カード自
体の不具合等により使用できない場合
もございますので、その場合は駅係員
にご相談ください）。

Suicaエリア、PASMOエリア、
manacaエリアやICOCAエリ
ア等でも、　　の払いもどしや
再発行はできますか？
　　エリア外の駅では、　　の払いも
どしや再発行のお申し込み（紛失や
カード障害の届出）は受け付けており
ません。これらは　　エリア内の駅で
のみお取扱いいたします。なお、
TOICA定期券の払いもどしや再発行
については、定期券発売会社でのみお
取扱いいたします。

岡崎駅で「ICのりかえ改札機」に
タッチをしなかった場合、下車駅
での処理方法はどうなりますか？
下車駅でそのまま自動改札機等にタッ
チしますと、実際の乗車経路とは異なる
運賃額をカード残額から引き去ります。
下車駅では自動改札機等にタッチせず、
駅係員に「岡崎でタッチしていない」旨
をご申告ください。駅係員が正しい運賃
額で処理をいたします。無人駅等で駅
係員がいない場合は、次回ご利用時に
駅係員配置駅でお申し出ください。

高蔵寺駅でのりかえる時は、
　　に何か処理が必要ですか？
愛環線・ＪＲ線ともに　　 またはＩＣカー
ドをご利用で、高蔵寺駅でのりかえの際
は、ＩＣカードに処理の必要ありません。
そのままおのりかえください。なお、
愛環線きっぷ～ＪＲ線ＩＣカードなど、
きっぷとＩＣカードを組み合わせてご利
用の際は、一旦高蔵寺駅の改札口で
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凡　例

ご注意

● 通常のご利用可能駅  ◆ 取扱内容に一部制限がある駅  
▲ 無人駅（入出場処理のみ可能）

●

●

エリア外へはのりこせません。
TOICAエリアから、異なるエリアへまたがるご乗車はできません。 

利用エリアは、2019年10月1日現在※御厨駅は2020年春開業予定。
●JR東海各線利用に係るTOICAの取扱いについては、JR東海へお問い合わせください


