
2023年 3月 2日 

「7社局合同企画 相鉄・東急新横浜線開業―広域ネットワーク拡大記念乗車券―」を発売 

～2023年 3月 18日（土）に新線開業で“つながる”7社局が合同で企画～ 

 

相 模 鉄 道 株 式 会 社 

東 急 電 鉄 株 式 会 社 

東京地下鉄株式会社 

東 京 都 交 通 局 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

西 武 鉄 道 株 式 会 社 

埼玉高速鉄道株式会社 

 

相模鉄道株式会社（本社:神奈川県横浜市）、東急電鉄株式会社（本社：東京都渋谷区）、東京地下鉄

株式会社（本社：東京都台東区、以下「東京メトロ」）、東京都交通局、東武鉄道株式会社（本社：東

京都墨田区）、西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市）、埼玉高速鉄道株式会社（本社：埼玉県さい

たま市）は、相鉄・東急新横浜線の開業による広域ネットワーク拡大を記念して、各社局の乗り入れ車

両がデザインされた記念乗車券を発売します。 

2023年3月18日(土)の相鉄・東急新横浜線の開業により、神奈川県央地域および横浜市西部から東京

23区西部、東京多摩北部、埼玉中央地域・西部地域に至る広域的な鉄道ネットワークが形成されます。 

「7社局合同企画 相鉄・東急新横浜線開業―広域ネットワーク拡大記念乗車券―」の概要は別紙の

通りです。 

 

【記念乗車券のイメージ】 

 

 

【相模鉄道】 

   

【東急電鉄】 

   

▼記念台紙 ▼記念乗車券 
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【東京メトロ】 

 

【東京都交通局】 

 

【東武鉄道】 

   

【西武鉄道】 

 

【埼玉高速鉄道】 
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【別紙1】 

1．名称 

「7社局合同企画 相鉄・東急新横浜線開業―広域ネットワーク拡大記念乗車券―」 

2．内容 

各社局の乗り入れ車両がデザインされた、4枚の硬券乗車券（東京メトロは24時間券2枚）を記念台紙

にセットしたものです。相鉄・東急新横浜線の開業日である「2023.03.18」が刻印されています。 

3．発売金額（税込み） 

1部1,000円 （東京メトロのみ1部1,200円） 

お一人さま5部まで（東京メトロ、埼玉高速鉄道は除く） 

4．発売部数 

各社局3,000部 （7社局セット売りの500セットを含む） 

※購入時に券番号の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。 

5．発売箇所 

各社局で異なります。【別紙2】をご参照ください。 

6．有効期間 

2023年3月18日（土）～5月31日（水） 

※有効期間中、各乗車券1回のみ有効となります。 

【東京メトロは有効期間中の 1日において、使用開始（改札通過時）から 24時間に限り有効】 

7．「記念乗車券 7社局セット」の販売実施について 

開業日当日、新横浜駅特設ブースにおいて、7社局の記念乗車券が全てセットになった「記念乗車券

7社局セット」の特別販売を行います。このセットをご購入いただいたお客さまには特別に、記念ポ

ストカードをプレゼントします。 

「記念乗車券 7社局セット」の販売概要は次の通りです。 

（1）発売日時 

2023年 3月 18日（土）7:00～ （予定） 

（2）発売箇所 

新横浜駅周辺 特設ブース  

※詳細が決まりましたら、東急電鉄ホームページ・相模鉄道ホームページにてお知らせします。 

（3）発売部数 

限定 500セット 

※お一人さま 1回につき 1セットのみ購入可能。 

（4）発売価格（税込み） 

1セット 7,200円 

※現金のみのお支払いとなります。 

（5）発売方法 

特設ブースでの対面販売となります。 

（6）特典について 

「記念乗車券 7社局セット」をお買い上げいただいたお客さまには、東急元住吉検車区にて撮

影した 7社局の車両がデザインされた記念ポストカードをプレゼントします。 

 

 



（7）注意事項について 

・特設ブースで販売する商品は、各社局の記念乗車券と同じ商品となります。 

・特設ブースでは「記念乗車券 7社局セット」の販売のみとなりますのでご注意ください。 

・券番号については「0501」～「1000」となります。 

・券番号の指定はできません。 

・記念乗車券の払いもどしについては、各社局へご確認ください。 

 

  

 

 

  



【別紙2】 

各社局販売箇所および販売方法 

 

1．相模鉄道 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 始発より販売 

（2）販売箇所：横浜駅（1階）、星川駅、二俣川駅、大和駅、さがみ野駅、いずみ野駅、 

湘南台駅、羽沢横浜国大駅の計8駅 および通信販売（きっぷと鉄こもの） 

※通信販売は、2023年3月18日（土）9:00から販売予定です。 

きっぷと鉄こもの https://marche.kipputotetsukomono.com/ 

（3）販売内容：新横浜駅から230円区間 

横浜駅から240円区間 

海老名駅から210円区間 

湘南台駅から320円区間 計4枚セット 

※各乗車券の運賃にはバリアフリー料金が含まれます。 

（4）販売方法：駅窓口およびインターネットによる通信販売 

※無くなり次第、販売終了となります。 

※通信販売分に券番号「1～500」を割り当てますが、番号を選ぶことは 

できませんので、ご了承ください。 

 

2．東急電鉄 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 始発より販売 

        Web予約期間 2023年3月2日（木）17:00～2023年3月7日（火）23:59まで 

        Web一般発売 2023年3月18日（土）10:00～ 

※Web予約期間でWeb発売予定数に達した場合、Web一般販売は行いません。 

（2）販売箇所：（駅での販売）2,000部 

渋谷駅、中目黒駅、自由が丘駅、田園調布駅、武蔵小杉駅、日吉駅、菊名駅、 

横浜駅、目黒駅、新横浜駅（3月19日以降を予定）の計10駅 

（WEBでの発売）500部 

・TOKYU STYLE https://tokyu.com/ 

（3）販売内容：新横浜駅から250円区間 

渋谷駅から250円区間 

新綱島駅から250円区間 

目黒駅から250円区間 計4枚セット 

（4）販売方法：駅での販売…窓口にて発売 ※無くなり次第、販売終了となります。 

        WEBでの販売…TOKYU STYLE（https://tokyu.com/）内の商品ページに 

アクセスしていただき、購入手続きをお願いいたします。 

        ※Web販売分に券番号「1～500」を割り当てますが、券番号の指定はできませんので、

あらかじめご了承ください。 

        ※券番号については先着順ではなく、ランダムに発送いたします。 

        ※予定数量に達し次第、予約および販売は終了となります。 

        ※レターパックプラスでの発送となります。 



3．東京メトロ 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 8時より順次発売 

（2）販売箇所：東京メトロ旅客案内所 

（東京駅：8時～20時、上野駅・銀座駅・表参道駅・新宿駅・池袋駅：9時～17時） 

メトロの缶詰ANNEX（https://metocan.raku-uru.jp/） 

【3月18日（土）10時～4月30日（日）23時55分】 

（3）販売内容：東京メトロオリジナル24時間券 2枚セット（有効区間は東京メトロ線全線） 

（4）発売方法：東京メトロ旅客案内所…窓口にて販売 

メトロの缶詰…インターネットによる通信販売 

※無くなり次第、販売終了となります。 

※通信販売分に券番号「1～500」を割り当てますが、番号を選ぶことは 

できませんので、ご了承ください。 

 

 

4．東京都交通局 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 7時より販売 

（2）販売箇所：高島平駅、巣鴨駅、水道橋駅、日比谷駅の計4駅 

（3）販売内容：高島平駅から280円区間 

巣鴨駅から280円区間 

水道橋駅から220円区間 

日比谷駅から220円区間 計4枚セット 

（4）販売方法：駅事務所にて販売 ※無くなり次第、販売終了となります。 

 

 

5．東武鉄道 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 始発より販売 

（2）販売箇所：池袋駅、下板橋駅、大山駅、上板橋駅、成増駅、和光市駅、朝霞台駅、志木駅、 

ふじみ野駅、川越駅、川越市駅、若葉駅、坂戸駅、東松山駅、森林公園駅、 

小川町駅、武州長瀬駅の計17駅 

（3）販売内容：和光市駅から330円区間 

川越駅から330円区間 

森林公園駅から180円区間 

小川町駅から160円区間 計4枚セット 

※各乗車券の運賃にはバリアフリー料金が含まれます。 

（4）販売方法：駅窓口にて販売 ※無くなり次第、販売終了となります。 

 

 

 

 

 

 



6．西武鉄道 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 7時より販売 

（2）販売箇所：池袋駅（1階、地下 お客さまご案内カウンター）、練馬駅、所沢駅の計3駅 

        ※池袋駅は、2023年3月18日（土）7時00分から8時00分までは、 

         地下１階 池袋西武本店側の改札付近（改札外）でのみ発売します。 

（3）販売内容：練馬駅から160円区間 

池袋駅から190円区間 

所沢駅から290円区間 

飯能駅から360円区間 計4枚セット 

※各乗車券の運賃にはバリアフリー料金が含まれます。 

（4）販売方法：駅窓口にて発売 ※無くなり次第、販売終了となります。 

 

 

7．埼玉高速鉄道 

（1）販売日時：2023年3月18日（土）～2023年4月30日（日） 始発より販売 

（2）販売箇所：浦和美園駅、東川口駅、戸塚安行駅、新井宿駅、鳩ヶ谷駅、南鳩ヶ谷駅、 

川口元郷駅の計7駅 

（3）販売内容：浦和美園駅から350円区間 

東川口駅から350円区間 

鳩ヶ谷駅から小児140円区間 

川口元郷駅から小児160円区間 計4枚セット 

（4）販売方法：駅事務室または改札窓口にて販売 ※無くなり次第、販売終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【お客さまのお問い合わせ先】 

●相模鉄道株式会社 相鉄お客様センター     電話 045-319-2111  

（平日は9:00～19:00、土・日・祝日は9:00～17:00） 

 

●東急電鉄株式会社 東急お客さまセンター    電話 03-3477-0109 

（平日、土・日・祝日ともに 9:00～17:00 ※年末年始などを除く） 

 

●東京地下鉄株式会社 東京メトロお客様センター  

（https://www.tokyometro.jp/support/index.html） 

 

●東京都交通局 都営交通お客様センター     電話 03-3816-5700  

（9:00～20:00 年中無休） 

 

●東武鉄道株式会社 東武鉄道お客さまセンター  電話 03-5962-0102 

（9:00～18:00 年中無休 ※年末年始を除く） 

 

●西武鉄道株式会社 西武鉄道お客さまセンター  電話 04-2996-2888 

（9:00～17:00 ※12/30～1/3を除く） 

 

●埼玉高速鉄道株式会社 運輸部旅客課      電話 048-878-6855 

（9:00～17:45 ※平日のみ） 

 

以 上 


