２０２１年 ６月３０日
阪急バス株式会社
hanica 取扱規則の変更について
標記規則を下記のとおり変更いたします。
記
１．変更する規則
hanica 取扱規則
２．変更の効力発生日
２０２１年７月１日
３．変更内容

：変更箇所
変更後

変更前
ｈａｎｉｃａ取扱規則

ｈａｎｉｃａ取扱規則
一部改定
一部改定

２０２１年
２０２１年

（省略）
６月 １日
７月 １日

一部改定

２０２１年

（省略）
６月 １日

（用語の定義）
第３条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に
掲げるとおりとします。
（１）～（10） （省略）
（11）
「デポジット」
（預り金）とは、当社が旅客からＩ
Ｃカードの利用権の代価として収受するものをいい
ます。
（12）～（15） （省略）
（16）
「自動定期券発行機」とは、一般カードおよび
hanica 通勤定期券を新規発売するための装置をい
います。なお、自動定期券発行機はチャージ機およ
び定期券継続機の機能を有します。

（用語の定義）
第３条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に
掲げるとおりとします。
（１）～（10） （省略）
（11）
「デポジット」
（預り金）とは、当社が旅客からＩ
Ｃカードの利用権の代価として収受するものをいい
ます。なお、デポジットは現金にて収受します。
（12）～（15） （省略）

（お客様登録）
第１５条 小児カード、特割カード、小児特割カードおよ
び hanica 定期券は、お客様登録を行う必要があります。
２ 前項のカードについては、旅客が購入時に当社所定の
方法で必要事項を記入または入力し、hanica に個人デー
タを記録することに同意のうえ発売します。
３ 一般カードは、お客様登録を希望する旅客の申し出に
より、発売窓口（ただし、係員機器を設置する窓口に限
る。
）または自動定期券発行機（ただし、新規発売時に
限る。
）においてお客様登録を行います。この場合、所
定の手続きについては前項に準じます。
４～６ （省略）

（お客様登録）
第１５条 小児カード、特割カード、小児特割カードおよ
び hanica 定期券は、お客様登録を行う必要があります。
２ 前項のカードについては、旅客が購入時に当社所定の
用紙に必要事項を記入し、hanica に個人データを記録す
ることに同意のうえ発売します。
３ 一般カードは、お客様登録を希望する旅客の申し出に
より、発売窓口（ただし、係員機器を設置する窓口に限
る。
）においてお客様登録を行います。この場合、所定
の手続きについては前項に準じます。

（デポジット）
第１６条 当社は hanica を発売する際に、デポジットと
して hanica１枚につき５００円を収受します。なお、デ
ポジットは現金にて収受します。ただし、hanica 定期券
の新規発売に限り、クレジットカードでの支払い（決
済）を取り扱います。
２～４ （省略）

（デポジット）
第１６条 当社は hanica を発売する際に、デポジットと
して hanica１枚につき５００円を収受します。

４～６

２～４

（省略）

（省略）

（利用履歴の確認）
第１７条 hanica の利用履歴は、hanica の発売窓口（た
だし、係員機器を設置する窓口に限る。
）
、チャージ機、
定期券継続機および自動定期券発行機において直近の２
０件まで確認することができます。

（利用履歴の確認）
第１７条 hanica の利用履歴は、hanica の発売窓口（た
だし、係員機器を設置する窓口に限る。
）
、チャージ機お
よび定期券継続機において直近の２０件まで確認するこ
とができます。

２

利用履歴の主な確認内容は、利用日時、利用金額、利
用区間（ただし、読取機の設置が乗車口または降車口の
どちらか片方の場合は、乗車停留所または降車停留所の
み）
、チャージ額および残額です。ただし、当社窓口に
おいて利用履歴の内容を確認する場合、第９条第１項に
定める当社以外の会社のうち阪神バス株式会社の利用履
歴の一部、ならびにチャージ機、定期券継続機および自
動定期券発行機において発行する利用履歴の一部につい
て表示されない内容があります。
３ お客様登録した hanica は、当該 hanica に登録された
本人以外に履歴は開示しません。旅客が利用履歴の確認
を希望する場合は、当社は当該旅客が当該 hanica にお
客様登録された本人であることの証明を受けたうえで利
用履歴を開示します。当該旅客が当該 hanica にお客様
登録された本人であると確認できない場合は、当該
hanica の利用履歴は開示しません。ただし、チャージ
機、定期券継続機および自動定期券発行機はこの限りで
はありません。

２

（チャージ）
第２０条 hanica プリペイド券は、発売窓口（ただし、係
員機器を設置する窓口に限る。
）、チャージ機、定期券継
続機および自動定期券発行機またはバス車内により、別
表４に定める当社所定の金額をチャージすることができ
ます。
２～７ （省略）

（チャージ）
第２０条 hanica プリペイド券は、発売窓口（ただし、係
員機器を設置する窓口に限る。
）、チャージ機および定期
券継続機またはバス車内により、別表４に定める当社所
定の金額をチャージすることができます。

（ＳＦ残額の確認）
第２１条 hanica プリペイド券のＳＦ残額は、バス車内の
読取機、発売窓口の係員機器、チャージ機、定期券継続
機および自動定期券発行機により確認することができま
す。

（ＳＦ残額の確認）
第２１条 hanica プリペイド券のＳＦ残額は、バス車内の
読取機、発売窓口の係員機器、チャージ機および定期券
継続機により確認することができます。

（発 売）
第３０条 当社は旅客より hanica 定期券の購入申込みが
あった場合は、当社所定の方法で必要事項を発売窓口
（ただし、係員機器を設置する窓口に限る。
）にて記入
し提出、または自動定期券発行機にて入力された旅客に
対し、次の発売条件に該当する hanica 定期券を発売し
ます。ただし、当社では阪神バス株式会社が提供する
hanica 定期券の発売は取り扱いません。
（１）～（３） （省略）
２ 前項の定期券の割引率、区間、期間、利用条件その他
割引の適用等については、別に定める当社規定によりま
す。なお、当社及び阪神バス株式会社が提供する hanica
定期券のうち、当社及び別表１に定める会社において相
互に利用可能な hanica 定期券は別表５に定めます。
３ hanica 定期券は、一部の発売窓口（ただし、係員機器
を設置する窓口に限る。
）および自動定期券発行機にお
いて、クレジットカードでの支払い（決済）を取り扱い
ます。なお、クレジットカードでの支払いを取り扱う発
売窓口、取り扱い時間等は当社が別に定めます。

（発 売）
第３０条 当社は旅客より hanica 定期券の購入申込みが
あった場合は、発売窓口（ただし、係員機器を設置する
窓口に限る。
）にて当社所定の用紙に必要事項を記入し
提出された旅客に対し、次の発売条件に該当する hanica
定期券を発売します。ただし、当社では阪神バス株式会
社が提供する hanica 定期券の発売は取り扱いません。

４ 定期券継続機は、次の各号に該当する hanica 定期券
を発売します。

利用履歴の主な確認内容は、利用日時、利用金額、利
用区間（ただし、読取機の設置が乗車口または降車口の
どちらか片方の場合は、乗車停留所または降車停留所の
み）
、チャージ額および残額です。ただし、当社窓口に
おいて利用履歴の内容を確認する場合、第９条第１項に
定める当社以外の会社のうち阪神バス株式会社の利用履
歴の一部、ならびにチャージ機および定期券継続機にお
いて発行する利用履歴の一部について表示されない内容
があります。
３ お客様登録した hanica は、当該 hanica に登録された
本人以外に履歴は開示しません。旅客が利用履歴の確認
を希望する場合は、当社は当該旅客が当該 hanica にお
客様登録された本人であることの証明を受けたうえで利
用履歴を開示します。当該旅客が当該 hanica にお客様
登録された本人であると確認できない場合は、当該
hanica の利用履歴は開示しません。ただし、チャージ機
および定期券継続機はこの限りではありません。

２～７

（省略）

（１）～（３） （省略）
前項の定期券の割引率、区間、期間、利用条件その他
割引の適用等については、別に定める当社規定によりま
す。なお、当社及び阪神バス株式会社が提供する hanica
定期券のうち、当社及び別表１に定める会社において相
互に利用可能な hanica 定期券は別表５に定めます。
３ hanica 定期券は、一部の発売窓口（ただし、係員機器
を設置する窓口、ならびにクレジットカードでの支払い
（決済）機能を有する定期券継続機に限る。
）におい
て、クレジットカードでの支払い（決済）を取り扱いま
す。なお、クレジットカードでの支払いを取り扱う発売
窓口、取り扱い時間等は当社が別に定めます。
４ デポジットはクレジットカードでの支払い（決済）は
取り扱いません。現金にて収受します。
５ 定期券継続機は、旅客が定期券継続機にて購入する際
に所持する hanica 通勤定期券、hanica 通学定期券また
は hanica スクールパスと同じ有効区間の定期券を発売
します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合
は、定期券継続機での発売はできません。
２

（１）hanica 通勤定期券、hanica 通学定期券または
hanica スクールパスで、旅客が購入する際に所持する
定期券と同じ有効区間の定期券の継続発売（ただし、
特割カード及び小児特割カードを除く）
（２）hanica 通勤定期券または hanica 通学定期券の継続
発売であって、有効期間満了日の翌日から起算して７
日を経過していない場合
（３）hanica 通学定期券または hanica スクールパスの継
続発売であって、学年（３月３１日から４月１日）を
跨がない場合

（１）hanica 定期券の新規発売
（２）特割カード、小児特割カードおよび hanica グラ
ンドパス
（３）hanica 通勤定期券または hanica 通学定期券であ
って、有効期間満了日の翌日から起算して７日を経
過した場合
（４）hanica 通学定期券または hanica スクールパスで
あって、学年（３月３１日から４月１日）を跨ぐ場
合
（５）クレジットカードでの支払い（決済）
（ただし、
クレジットカードでの支払い（決済）機能を有する
定期券継続機は除く）

５ 自動定期券発行機は、次の各号に該当する hanica 定
期券を発売します。
（１）hanica 通勤定期券の新規発売（ただし、小児カー
ド、特割カード及び小児特割カードを除く）
（２）前項第１号に規定する継続発売
（３）hanica 通学定期券の継続発売であって、有効期間満
了日の翌日から起算して７日を経過していない場合
（４）hanica 通学定期券または hanica スクールパスの発
売であって、学年（３月３１日から４月１日）を跨が
ない場合
附則（２０２１年 ７月 １日改定）
この規則は、２０２１年７月１日から適用します。
別表３（第１９条関係）
取扱区分
カード種類
発売額
発売窓口
一般カード、小児カード
2,000 円から 1,000 円単位で 20,000 円まで
特割カード、小児特割カード
（デポジット含む）
※係員機器を設置しない窓口は、一般カードの 2,000 円（デポジット含む）に限る。
自動定期券発行機
一般カード
2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円
（デポジット含む）
バス車内
一般カード
2,000 円（デポジット含む）
別表４（第２０条関係）
取扱区分
発売窓口
チャージ機
定期券継続機
自動定期券発行機
バス車内

hanica プリペイド券１回あたりのチャージ取扱額
2,000 円から 1,000 円単位で 20,000 円まで
（ただし、係員機器を設置する窓口に限る。
）
2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円
2,000 円(千円札２枚)、5,000 円(五千円札１枚)、10,000 円(一万円札１枚)
※ＳＦ残額が 10,000 円を超えている場合（プレミア除く）は、
5,000 円および 10,000 円のチャージはできません。

以

上

