
乗りつぶし私鉄各線実績データ 2015/3/20更新

全区間乗車済は青色表記となります。

会社名 路線名 乗車開始駅 乗車終了駅 乗車キロ 乗車日 記事欄
愛知環状鉄道 愛知環状鉄道線 八草 高蔵寺 13.30 2014/6/1
愛知高速交通 東部丘陵線 藤が丘 八草 8.90 2014/6/1
青い森鉄道 青い森鉄道線 青森 目時 121.90 2014/7/10 カシオペア号
秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 角館 鷹巣 94.20 2011/11/12
甘木鉄道 甘木線 甘木 基山 13.70 2009/9/4
阿佐海岸鉄道 阿佐東線 海部 甲浦 8.50
IGRいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 目時 盛岡 82.00 2014/7/10 カシオペア号
一畑電車 大社線 川跡 出雲大社前 8.30
一畑電車 北松江線 電鉄出雲市 松江しんじ湖温泉 33.90
叡山電鉄 叡山本線 一乗寺 修学院 0.80 2011/9/25
えちぜん鉄道 三国芦原線 福井口 三国港 25.20
えちぜん鉄道 勝山永平寺線 福井 勝山 27.80
江ノ島電鉄 江ノ島電鉄線 鎌倉 藤沢 10.00
大阪高速鉄道 大阪モノレール線 蛍池 万博記念公園 8.50 2013/4/16
大阪高速鉄道 国際文化公園都市線(彩都線) 万博記念公園 彩都西 6.80 2013/4/16
大阪高速鉄道 大阪モノレール線 蛍池 大阪空港 1.40 2013/4/16
大阪市交通局 1号線(御堂筋線) 江坂 中百舌鳥 24.50

東梅田 八尾南 17.80
東梅田 大日 10.30 2010/9/14

大阪市交通局 3号線(四つ橋線) 西梅田 住之江公園 11.40
朝潮橋 緑橋 9.70
大阪港 朝潮橋 1.50 2008/12/28
緑橋 長田 4.30
大阪港 コスモスクエア 2.40 2010/9/14
難波 鶴橋 2.70
難波 阿波座 2.60 2011/10/30

大阪市交通局 6号線(堺筋線) 天神橋筋六丁目 天下茶屋 8.50
大阪市交通局 7号線(長堀鶴見緑地線) 大正 鶴見緑地 13.70
大阪市交通局 8号線(今里筋線) 今里 井高野 11.90 2010/9/14

コスモスクエア 中ふ頭 1.30 2010/9/14
中ふ頭 住之江公園 6.60
中百舌鳥 光明池 12.10
光明池 和泉中央 2.20

小田急電鉄 多摩線 新百合ヶ丘 唐木田 10.60 2012/8/31
小田急電鉄 小田原線 渋沢 新宿 65.60 2009/11/1 特急あさぎり4号
関西電力 無軌条電車(関電トンネルトロリーバス) 扇沢 黒部ダム 6.10
関東鉄道 常総線 取手 守谷 9.60
紀州鉄道 紀州鉄道線 御坊 西御坊 2.70
北近畿タンゴ鉄道 宮津線 西舞鶴 豊岡 83.60
北近畿タンゴ鉄道 宮福線 福知山 宮津 30.40
北大阪急行電鉄 南北線 江坂 千里中央 5.90
近畿日本鉄道 けいはんな線 長田 学研奈良登美ヶ丘 18.80 2008/12/28
近畿日本鉄道 吉野線 橿原神宮前 飛鳥 2.20
近畿日本鉄道 京都線 大和西大寺 京都 34.60 2008/12/28
近畿日本鉄道 御所線 尺土 近鉄御所 5.20 2010/4/4
近畿日本鉄道 山田線 伊勢中川 宇治山田 28.30
近畿日本鉄道 大阪線 上本町 伊勢中川 108.90
近畿日本鉄道 長野線 古市 河内長野 12.50
近畿日本鉄道 奈良線 布施 近鉄奈良 26.70

大阪阿部野橋 古市 18.40
古市 橿原神宮前 21.40

近畿日本鉄道 難波線 近鉄難波 上本町 2.00
近畿日本鉄道 橿原線 大和西大寺 大和八木／八木西口 20.50 2010/6/11

近鉄名古屋 久居 74.00
久居 桃園 1.50
伊勢中川 桃園 3.30 2011/6/1

京王電鉄 京王線 新宿 調布 15.50 2012/8/31
京王電鉄 相模原線 調布 橋本 22.60 2012/8/31
京成電鉄 押上線 押上 青砥 5.70 2010/11/29 アクセス特急　1327H

青砥 京成高砂 1.20 2010/11/29 アクセス特急　1327H（成田空港行き）
成田空港 京成高砂 56.60 2010/11/29 特急　17A16 （京成上野行き）
青砥 京成上野 11.50 2010/11/29 特急　17A16 （京成上野行き）

京成電鉄 成田空港線(成田スカイアクセス) 京成高砂 成田空港 51.40 2010/11/29 アクセス特急　1327H（成田空港行き）
京阪電気鉄道 鴨東線 三条 出町柳 2.30

淀屋橋 枚方公園 20.80
三条 枚方公園 28.50

京阪電気鉄道 中之島線 中之島 天満橋 3.00
枚方市 村野 2.50 2010/11/8
村野 河内森 3.60 2010/11/9
河内森 私市 0.80 2010/11/9

京阪電気鉄道 宇治線 中書島 宇治 7.60 2013/3/16
石山坂本線 別所 浜大津 1.30 2011/9/25
石山坂本線 別所 坂本 6.10 2013/8/24
石山坂本線 石山寺 浜大津 6.70 2013/8/24
京津線 四宮 御陵 2.10 2013/8/24
京津線 浜大津 四宮 5.40 2013/8/24

京福電気鉄道 嵐山本線 四条大宮 嵐山 7.20 2011/5/13
京福電気鉄道 北野線 北野白梅町 帷子ノ辻 3.80 2013/3/8
京都市交通局 烏丸線 四条 国際会館 8.50 2009/5/10
京都市交通局 東西線 御陵 三条京阪 3.40 2013/8/24

泉岳寺 京急蒲田 9.20
京急蒲田 京急川崎 3.80 2009/11/2 970SH（三崎口行き）
京急川崎 横浜 10.40 2010/11/29
金沢八景 横浜 18.70 2012/4/23
金沢八景 浦賀 14.60 2014/4/20

京浜急行電鉄 久里浜線 堀ノ内 三崎口 13.40 2014/4/20
京浜急行電鉄 逗子線 新逗子 金沢八景 5.90 2012/4/23
京浜急行電鉄 空港線 京急蒲田 羽田空港 6.50 2009/11/2
京浜急行電鉄 大師線 京急川崎 小島新田 4.50 2012/8/31
神戸市交通局 山手線 新神戸 三宮 1.30
神戸新交通 ポートアイランド線 三宮 中公園 6.40
神戸新交通 ポートアイランド線(空港) 市民広場 神戸空港 4.40
神戸電鉄 三田線 有馬口 岡場 3.30
神戸電鉄 神戸高速線 新開地 湊川 0.40
神戸電鉄 有馬線 湊川 有馬温泉 22.50
札幌市交通局 東西線 宮の沢 大通 8.50 2009/1/28

麻生 すすきの 6.10
すすきの 真駒内 8.20 2011/1/28

京阪電気鉄道

京阪電気鉄道

大阪府都市開発 泉北高速鉄道線

京阪電気鉄道 京阪本線

近畿日本鉄道 南大阪線

札幌市交通局 南北線

京阪電気鉄道 交野線

近畿日本鉄道 名古屋線

大阪市交通局 2号線(谷町線)

大阪市交通局 4号線(中央線)

大阪市交通局 南港ポートタウン線(ニュートラム)

大阪市交通局 5号線(千日前線)

京成電鉄 本線

京浜急行電鉄 本線

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zZ1pA4mEK6jk.kD8zSgwskriI
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会社名 路線名 乗車開始駅 乗車終了駅 乗車キロ 乗車日 記事欄
札幌市交通局 1条線・山鼻線・山鼻西線(市電) 西4丁目 すすきの 8.50 2008/2/1
山陽電気鉄道 神戸高速線(阪急側) 西代 三宮 5.70
山陽電気鉄道 神戸高速線(阪神側) 高速神戸 元町 1.50
山陽電気鉄道 本線 西代 山陽姫路 54.70
山陽電気鉄道 網干線 飾磨 山陽網干 8.50
三陸鉄道 北リアス線 久慈 宮古 71.00 2014/11/15
しなの鉄道 しなの鉄道線 上田 小諸 18.00
首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス線 秋葉原 つくば 58.30
湘南モノレール 江の島線 大船 湘南江の島 6.60
上信電鉄 上信線 高崎 下仁田 33.70
上毛電気鉄道 上毛線 中央前橋 西桐生 25.40
仙台空港鉄道 仙台空港線 名取 仙台空港 7.10 2010/11/28 1358M（仙台空港行き）
立山黒部貫光 鋼索線(黒部ケーブルカー) 黒部湖 黒部平 0.80
樽見鉄道 樽見線 大垣 樽見 34.50
土佐くろしお鉄道 宿毛線 宿毛 中村 23.60
土佐くろしお鉄道 中村線 窪川 中村 43.00
東海交通事業 城北線 枇杷島 勝川 11.20 2012/4/18

蒲田 旗の台 7.80 2009/11/2
五反田 旗の台 3.10 2012/9/2

東京急行電鉄 大井町線 旗の台 二子玉川 7.20 2009/11/2
二子玉川 溝の口 2.00 2009/11/2
二子玉川 渋谷 9.40 2009/11/2
溝の口 中央林間 20.10 2012/9/2
渋谷 自由が丘 7.00 2009/11/2
多摩川 自由が丘 2.00 2012/9/2
菊名 横浜 5.40 2012/9/2
菊名 多摩川 9.80 2012/9/2

東京急行電鉄 東急多摩川線 蒲田 多摩川 5.60 2012/9/2
東京急行電鉄 こどもの国線 長津田 こどもの国 3.40 2012/9/2
東京急行電鉄 世田谷線 三軒茶屋 下高井戸 5.00 2012/9/2
東京モノレール 東京モノレール羽田線 羽田空港第2ビル モノレール浜松町 17.80 2009/11/2

銀座 六本木 4.40 2010/11/13 A1730S列車
上野 銀座 6.40 2010/11/29
三ノ輪 上野 2.40 2012/9/1
神楽坂 日本橋 4.70
日本橋 茅場町 0.50 2012/8/31

東京地下鉄 7号線南北線 赤羽岩淵 王子 3.90 2012/9/1
東京地下鉄 8号線有楽町線 飯田橋 江戸川橋 1.60

西日暮里 大手町 5.60
代々木上原 明治神宮前 2.20 2012/8/31

東京地下鉄 13号線副都心線 明治神宮前 和光市 19.20 2012/8/31
日本橋 浅草 3.80 2010/11/29 1067H（青砥行き）
日本橋 泉岳寺 6.10

東京都交通局 日暮里・舎人ライナー 日暮里 西日暮里 0.70
六本木 新宿 4.60 2010/11/13
大門 六本木 3.20 2012/8/31
上野御徒町 都庁前 8.70 2014/11/16
新宿 落合南長崎 5.90 2014/11/16

東京都交通局 荒川線 王子駅前 三ノ輪橋 6.00 2012/9/1
東京臨海高速鉄道 りんかい線 新木場 大崎 12.20
東武鉄道 伊勢崎線 浅草 業平橋 1.10 2010/11/29 939列車（北千住行き）
東武鉄道 伊勢崎線 太田 北千住 87.60
東武鉄道 桐生線 赤城 太田 20.30
富山地方鉄道 軌道線本線 西町 富山駅前 1.50 2010/5/8
富山地方鉄道 軌道線支線 富山駅前 丸の内 1.00 2010/5/8
富山地方鉄道 軌道線富山都心線 丸の内 西町 0.90 2010/5/8
富山ライトレール 富山港線 奥田中学校前 岩瀬浜 6.50 2012/1/8
十和田観光電鉄 十和田観光電鉄線 三沢 十和田市 14.70 2011/11/14 2012/4/1廃止

名古屋 栄 2.40
栄 藤が丘 11.60 2014/6/1
金山 栄 3.00 2011/6/1
大曽根 平安通 0.70 2012/10/23

名古屋市交通局 4号線名城線 八事 大曽根 8.30 2012/10/23
名古屋市交通局 3号線鶴舞線 赤池 八事 5.40 2012/10/23
名古屋市交通局 上飯田線 平安通 上飯田 0.80 2012/10/23
名古屋鉄道 モンキーパークモノレール線 犬山遊園 動物園 1.20 2008/2/28廃止
名古屋鉄道 河和線 太田川 河和 28.80
名古屋鉄道 各務原線 新鵜沼 名鉄岐阜 17.60
名古屋鉄道 空港線 常滑　 中部国際空港　 4.20
名古屋鉄道 犬山線 [枇杷島分岐点] 新鵜沼 26.80
名古屋鉄道 広見線 犬山 御嵩 22.30
名古屋鉄道 常滑線 神宮前 常滑 29.30 2010/4/28
名古屋鉄道 瀬戸線 栄町 尾張瀬戸 20.60 2010/4/27

新安城 桜井 7.90
桜井 吉良吉田 16.80 2012/10/22

名古屋鉄道 津島線 津島 須ヶ口 11.80 2011/6/1
知立 碧南 18.5 2012/10/23
知立 猿投 21.3 2012/10/23

名古屋鉄道 尾西線 名鉄一宮 佐屋 20.70 2011/6/1
名古屋鉄道 竹鼻線 笠松 不破一色 7.00 2011/6/2
名古屋鉄道 知多新線 富貴 内海 13.90
名古屋鉄道 豊川線 国府 豊川稲荷 7.20
名古屋鉄道 名古屋本線 豊橋 名鉄岐阜 99.80
名古屋鉄道 豊田線 梅坪 赤池 15.20 2012/10/23
名古屋鉄道 小牧線 上飯田 犬山 20.60 2012/10/23
名古屋臨海高速鉄道 西名古屋港線(あおなみ線) 名古屋 金城ふ頭 15.20
南海電気鉄道 空港線 泉佐野 関西空港 8.80
南海電気鉄道 鋼索線 極楽橋 高野山 0.80
南海電気鉄道 高野線 汐見橋 極楽橋 64.50

難波 樽井 40.60 2009/6/19
樽井 和歌山市 23.60

西日本鉄道 貝塚線 貝塚 西鉄新宮 11.00 2009/9/5
西日本鉄道 甘木線 宮の陣 甘木 17.90 2009/9/4
西日本鉄道 大牟田線 西鉄福岡（天神） 大牟田 74.80 2009/9/4
函館市企業局交通部 本線 函館駅前 函館どっく前 2.90 2013/7/10
函館市企業局交通部 宝来・谷地頭線 十字街 谷地頭 1.40 2013/7/10
函館市企業局交通部 大森線 函館駅前 松風町 0.50 2013/7/10
函館市企業局交通部 湯の川線 松風町 湯の川 6.10 2013/7/10

東京急行電鉄 池上線

東京急行電鉄 東横線

東京急行電鉄 田園都市線

南海電気鉄道 南海本線

東京都交通局 1号線浅草線

東京地下鉄 2号線日比谷線

東京地下鉄 5号線東西線

東京地下鉄 9号線千代田線

名古屋市交通局 1号線東山線

東京都交通局 12号線大江戸線

名古屋鉄道 西尾線

名古屋鉄道 三河線

名古屋市交通局 2号線名城線・名港線
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会社名 路線名 乗車開始駅 乗車終了駅 乗車キロ 乗車日 記事欄
十三 淡路 4.20
淡路 河原町 41.10

阪急電鉄 今津線 西宮北口 宝塚 7.70
阪急電鉄 神戸高速線 三宮 新開地 2.80
阪急電鉄 神戸本線 梅田 三宮 32.30

淡路 山田 8.10
天神橋筋六丁目 淡路 3.50 2009/6/9
山田 北千里 2.00 2012/8/14

阪急電鉄 宝塚本線 梅田 宝塚 24.50 2012/8/14
阪急電鉄 嵐山線 嵐山 桂 4.10
阪急電鉄 箕面線 石橋 箕面 4.00 2013/4/16
阪堺電気軌道 阪堺線 恵美須町 浜寺駅前 14.10
阪堺電気軌道 上町線 天王寺駅前 住吉公園 4.60 2010/3/22

西九条 尼崎 6.30 2009/5/11
大阪難波 西九条 3.80

阪神電気鉄道 神戸高速線 元町 西代 5.00
阪神電気鉄道 本線 梅田 元町 32.10
広島電鉄 横川線 十日市町 横川駅 1.40
広島電鉄 宮島線 広電西広島 広電宮島口 16.10
広島電鉄 本線 広島駅 広電西広島 5.40
福井鉄道 福武線[1] 武生新 福井駅前 20.10
福井鉄道 福武線[2] 市役所前 田原町 1.30

1号線(空港線) 博多 姪浜 9.80 2009/9/5
1号線(空港線) 福岡空港 博多 3.30 2013/9/19

福岡市交通局 3号線(七隈線) 天神南 橋本 12.00 2013/9/19
福岡市交通局 2号線(箱崎線) 中洲川端 貝塚 4.70 2009/9/5
平成筑豊鉄道 伊田線 直方 田川伊田 16.10 2013/9/20
平成筑豊鉄道 田川線 田川伊田 行橋 26.30 2013/9/20
北総鉄道 北総線 京成高砂 印旛日本医大 32.30 2010/11/29 アクセス特急　1327H（成田空港行き）
北越急行 ほくほく線 六日町 犀潟 59.50 2014/7/10 特急はくたか8号
松本電気鉄道 上高地線 松本 新島々 14.40
万葉線 高岡軌道線 高岡駅前 六渡寺 7.90
万葉線 新湊港線 越ノ潟 六渡寺 4.90
三木鉄道 三木線 厄神 三木 6.60 2007/11 2008/4/1廃止
水間鉄道 水間線 貝塚 水間 5.50 2009/7/2
山形鉄道 フラワー長井線 赤湯 荒砥 30.50 2010/11/27
横浜市交通局 3号線 あざみ野 センター北 3.10 2012/9/2
横浜市交通局 4号線(グリーンライン) センター北 日吉 7.30 2012/9/2
和歌山電鐵 貴志川線 貴志 和歌山 14.30 2011/7/27 1502列車

福岡市交通局

阪神電気鉄道 阪神なんば線

阪急電鉄 千里線

阪急電鉄 京都本線


