
JR線＋東急電鉄①線＋連絡会社線

項
番

JR線 接続駅 東急電鉄線 接続駅 連絡会社 着駅

1 首都圏定期券発売範囲 大井町
大井町線　大井町･大岡山
目黒線　　 大岡山･田園調布
東横線　   田園調布･日吉

日吉 横市交 各駅

2 首都圏定期券発売範囲 大井町
大井町線　大井町･自由が丘
東横線　   自由が丘･日吉

日吉 横市交 各駅

3 首都圏定期券発売範囲 目黒
目黒線　　　目黒：大岡山
大井町線　 大岡山・二子玉川
田園都市線   二子玉川・あざみ野

あざみ野 横市交 各駅

4 首都圏定期券発売範囲 目黒 目黒線 日吉 横市交 各駅

5 首都圏定期券発売範囲 目黒
目黒線　目黒・田園調布
東横線　田園調布・横浜

横浜 横市交 各駅

6 首都圏定期券発売範囲 菊名
東横線　   菊名・武蔵小杉
目黒線　   武蔵小杉･大岡山
大井町線  大岡山・大井町

大井町 東京臨海 各駅

7 首都圏定期券発売範囲 菊名
東横線　   菊名・自由が丘間
大井町線  自由が丘・大井町

大井町 東京臨海 各駅

8 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 渋谷 京王 各駅

9 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 渋谷 東京メトロ 副都心線各駅

10 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 渋谷 東京メトロ 銀座線各駅

11 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 渋谷 東京メトロ 半蔵門線各駅

12 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 中目黒 東京メトロ 日比谷線各駅

13 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 中目黒 東京メトロ
日比谷線 中目黒・茅場町
東西線　　各駅

14 首都圏定期券発売範囲 菊名
東横線　菊名・武蔵小杉
目黒線　武蔵小杉・目黒

目黒 東京メトロ 南北線各駅

15 首都圏定期券発売範囲 菊名
東横線　菊名・武蔵小杉
目黒線　武蔵小杉・目黒

目黒 都交 三田線各駅

16 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 横浜 相鉄 各駅

17 首都圏定期券発売範囲 菊名 東横線 横浜 横浜高速 各駅

18 首都圏定期券発売範囲 渋谷 田園都市線 あざみ野 横市交 各駅

19 首都圏定期券発売範囲 渋谷 田園都市線 中央林間 小田急 各駅

20 首都圏定期券発売範囲 渋谷 東横線 日吉 横市交 各駅

21 首都圏定期券発売範囲 渋谷 東横線 横浜 京急 各駅

22 首都圏定期券発売範囲 渋谷 東横線 横浜 相鉄 各駅

23 首都圏定期券発売範囲 渋谷 東横線 横浜 横市交 各駅

24 首都圏定期券発売範囲 渋谷 東横線 横浜 横浜高速 各駅

25 首都圏定期券発売範囲 長津田
田園都市線 長津田・二子玉川
大井町線　　二子玉川・大井町

大井町 東京臨海 各駅

2020年６月６日現在の情報を基に作成しています。



JR線＋東急電鉄①線＋連絡会社線

項
番

JR線 接続駅 東急電鉄線 接続駅 連絡会社 着駅

26 首都圏定期券発売範囲 長津田 田園都市線 渋谷 京王 各駅

27 首都圏定期券発売範囲 長津田 田園都市線 渋谷 東京メトロ
銀座線各駅

半蔵門線各駅

28 首都圏定期券発売範囲 長津田 田園都市線 中央林間 小田急 各駅

29 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉
目黒線　武蔵小杉・大岡山
大井町線　大岡山・大井町

大井町 東京臨海 各駅

30 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉
東横線　武蔵小杉・自由が丘
大井町線　自由が丘・大井町

大井町 東京臨海 各駅

31 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 渋谷 京王 各駅

32 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 渋谷 東京メトロ 銀座線各駅

33 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 渋谷 東京メトロ 副都心線各駅

34 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 渋谷 東京メトロ 半蔵門線各駅

35 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 中目黒 東京メトロ 日比谷線各駅

36 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 日吉 横市交 各駅

37 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 目黒線 目黒 東京メトロ 南北線各駅

38 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 目黒線 目黒 都交 三田線各駅

39 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 横浜 京急 各駅

40 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 横浜 相鉄 各駅

41 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 横浜 横市交 各駅

42 首都圏定期券発売範囲 武蔵小杉 東横線 横浜 横浜高速 各駅

43 首都圏定期券発売範囲 武蔵溝ノ口・溝の口 田園都市線 あざみ野 横市交 各駅

44 首都圏定期券発売範囲 武蔵溝ノ口・溝の口
田園都市線　武蔵溝の口・二子玉川
大井町線　   二子玉川・大井町

大井町 東京臨海 各駅

45 首都圏定期券発売範囲 武蔵溝ノ口・溝の口 田園都市線 渋谷 京王 各駅

46 首都圏定期券発売範囲 武蔵溝ノ口・溝の口 田園都市線 渋谷 東京メトロ
銀座線各駅

半蔵門線各駅

47 首都圏定期券発売範囲 武蔵溝ノ口・溝の口 田園都市線 中央林間 小田急 各駅

48 首都圏定期券発売範囲 横浜 東横線 渋谷 京王 各駅

49 首都圏定期券発売範囲 横浜 東横線 中目黒 東京メトロ 日比谷線各駅

50 首都圏定期券発売範囲 横浜 東横線 日吉 横市交 各駅
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JR線＋東急電鉄①線＋連絡会社線

項
番

JR線 接続駅 東急電鉄線 接続駅 連絡会社 着駅

51 首都圏定期券発売範囲 横浜
東横線　横浜・武蔵小杉
目黒線　武蔵小杉・目黒

目黒 東京メトロ 南北線各駅

52 首都圏定期券発売範囲 横浜
東横線　横浜・武蔵小杉
目黒線　武蔵小杉・目黒

目黒 都交 三田線各駅

2020年６月６日現在の情報を基に作成しています。


