２０２１年１１月 １日
近畿日本鉄道株式会社
南海電気鉄道株式会社
阪神電気鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
阪 急 電 鉄 株 式 会 社
鉄道を乗り継いでのご利用がますます便利に！

列車走行位置情報サービスの公式アプリ間連携を拡大しました！
現在、近畿日本鉄道株式会社（以下「近鉄」）の「近鉄アプリ」、南海電気鉄道株式会社（以下「南
海」）の「南海アプリ」、阪神電気鉄道株式会社（以下「阪神」）の「阪神アプリ」では、各アプリが
提供する「列車走行位置情報サービス」において、乗換えや直通運転を行う会社間を遷移できる相互連
携機能を設けており、お客様の利便性向上を図っています。
本日、この列車走行位置情報サービスにおける相互連携機能に、西日本旅客鉄道株式会社（以下「JR
西日本」）が提供する「WESTER」と、阪急電鉄株式会社（以下「阪急」）の「阪急沿線アプリ」が新た
に加わり、さらに広域でご利用いただけるようになりました。
今後も、アプリ機能の改良と連携の充実を図り、鉄道をご利用されるお客様の利便性をさらに高めて
いきたいと考えています。
１．列車走行位置情報サービスの５社による連携開始日
２０２１年１１月１日（月）
２．連携する情報
各社が提供するアプリの列車走行位置情報サービスから、他社のアプリへ遷移し、対象路線の列車走行位置
を確認することができます。
※詳細は別紙をご覧ください。
※ご利用には各アプリの最新バージョンをダウンロードしていただく必要があります。
※各アプリのご利用料金は無料（通信にかかる費用はお客様のご負担）です。
３．その他
・本日より「阪神アプリ」において大阪難波駅の行先表示ボタンが新たに追加され、当該ボタンをタッ
プすると、「近鉄アプリ」における大阪難波駅列車出発案内画面へ簡便に遷移できる連携を開始しま
した。
・京阪電気鉄道株式会社（以下「京阪」）のウェブサイトで本年９月２５日より提供している列車走行
位置情報サービスも、同社との接続駅がある近鉄・JR 西日本のアプリからの連携を本日より開始しま
した。
【お問い合わせ先】
近畿日本鉄道株式会社

企画統括部営業企画部

電話：06-6775-3504

南海電気鉄道株式会社

総務広報部 電話：06-6644-7125

阪神電気鉄道株式会社

経営企画室（広報担当） 電話：06-6457-2130

西日本旅客鉄道株式会社

コーポレートコミュニケーション部（報道）電話：06-6375-8889

阪 急 電 鉄 株 式 会 社

広報部(報道担当) 電話：06-6373-5092

（別紙）アプリのご利用イメージ
（１）近鉄「近鉄アプリ」から
「列車走行位置」画面で、相互直通運転を行っている阪神および当社から
の乗換先となっている南海の乗換えができる駅をタップし、「乗換案内」で
乗換路線を選択すると、対象路線のアプリが起動して列車走行位置をご確認
いただけます。
※奈良線の「列車走行位置」画面で「阪神なんば線」をタップすると、「阪
神アプリ」が起動し、阪神なんば線の列車走行位置をご確認いただけます。
※JR 西日本・京阪との乗換えができる駅においては、「乗換案内」で乗換
路線を選択すると、JR 西日本および京阪のウェブサイトが開き列車走行位置をご確認いただけま
す。
※連携している駅は以下のとおりです。（他社の駅名が異なる場合はカッコ内に記載）
連携会社
南海

連携駅
大阪難波(なんば)、河内長野
大阪難波(JR 難波)、鶴橋、河内永和(JR 河内永和)、俊徳道(JR 俊徳道)、桜井、京都、

JR 西日本

新田辺(京田辺)、新祝園(祝園)、大阪阿部野橋 (天王寺)、吉野口、柏原、王寺、新
王寺(王寺)、天理
※ウェブサイトの JR 西日本の列車走行位置情報サービス画面が表示されます。

阪神
京阪

大阪難波
丹波橋
※ウェブサイトの京阪の列車走行位置情報サービスのトップ画面が表示されます。

■連携イメージ

■近鉄アプリのダウンロードはこちらから

●Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
●Apple、Apple ロゴ、iPhone は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセ
ンスに基づき使用されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（２）南海「南海アプリ」から
「列車走行位置」画面で近鉄・阪神・JR 西日本と乗換えができる「乗り換
え案内」をタップし、乗換路線を選択すると、対象路線のアプリが起動して
列車走行位置をご確認いただけます。
※連携している駅は以下のとおりです。（他社駅名が異なる場合はカッコ
内に記載）

連携会社
近鉄
JR 西日本
阪神

連携駅
なんば(大阪難波)、河内長野
なんば(JR 難波)、新今宮、三国ヶ丘、羽衣(東羽衣)、りんくうタウン、関西空港、
橋本
なんば(大阪難波) 、汐見橋(桜川)

■連携イメージ

①駅名直下の乗り換え案内を選択

②乗換路線を選択

■「南海アプリ」のダウンロードはこちらから

※Apple、Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

③対象路線のアプリが起動

（３）阪神「阪神アプリ」から
「列車走行位置」画面で、相互直通運転を行っている近鉄、また当社からの
乗換先となっている南海・JR 西日本・阪急の各社アプリへのリンクボタンを
タップすると、選択した各社アプリの列車走行位置画面へ遷移します。
※連携している駅は以下のとおりです。（JR 西日本・阪急を今回新たに追
加、他社の駅名が異なる場合はカッコ内に記載）

連携会社

連携駅

近鉄

大阪難波

南海

大阪難波（なんば）、 桜川（汐見橋）

JR 西日本
阪急

大阪梅田（大阪・北新地）、福島（新福島）、野田（海老江）、神戸三宮（三ノ宮）、
元町、高速神戸（神戸）、大阪難波（JR 難波）、西九条
大阪梅田、今津、神戸三宮、高速神戸

■連携イメージ

タップ

■阪神アプリのダウンロードはこちらから

●Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
●Apple、Apple ロゴ、iPhone は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセ
ンスに基づき使用されています。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
●QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（４）JR 西日本「WESTER」から
ホーム画面（マイ駅）に近鉄・南海・阪神・阪急と乗換えができる駅を指
定し、「駅モビ」を選び乗換路線を選択すると、対象路線のアプリが起動し
て列車走行位置をご確認いただけます。
※京阪との乗換えができる駅においては、「駅モビ」を選び路線を選択す
ると、対象路線の列車走行位置が web で開きご確認いただけます。

※連携している駅は以下のとおりです。（他社の駅名が異なる場合はカッコ内に記載）
連携会社

連携駅
JR 難波(大阪難波)、京都、JR 河内永和(河内永和)、JR 俊徳道(俊徳道)、祝園(新祝

近鉄

園)、京田辺(新田辺)、天王寺(近鉄阿部野橋)、鶴橋、柏原、王寺、王寺(新王寺)、
吉野口、天理、桜井

南海
阪急
阪神
京阪

JR 難波(なんば)、新今宮、三国ヶ丘、東羽衣(羽衣)、りんくうタウン、関西空港、
橋本
大阪(大阪梅田)、三ノ宮(神戸三宮)、JR 淡路(淡路)、川西池田(川西能勢口)、宝塚
大阪(大阪梅田)、三ノ宮(神戸三宮)、北新地(大阪梅田)、新福島(福島)、海老江(野
田)、元町、西九条、神戸(高速神戸)
京橋、東福寺、JR 野江(野江)、河内磐船(河内森)
※ウェブサイトの京阪の列車走行位置サービスのトップ画面が表示されます。

■連携イメージ

タップ

タップ

■「WESTER」のダウンロードはこちらから

※Apple、Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（５）阪急「阪急沿線アプリ」から
「列車走行位置」画面で阪神・JR 西日本と乗換えができる駅に表示される
「他社乗換」をタップして乗換路線を選択すると、対象路線のアプリが起動
して列車走行位置をご確認いただけます。
※花隈～高速神戸間の「他社乗入」をタップすると、「阪神アプリ」が
起動し、阪神本線の列車走行位置をご確認いただけます。
※連携している駅は以下のとおりです。（他社の駅名が異なる場合は
カッコ内に記載）
連携会社
JR 西日本
阪神

連携駅
大阪梅田(大阪)、神戸三宮 (三ノ宮)、淡路(JR 淡路)、川西能勢口 (川西池田)、宝塚
大阪梅田、神戸三宮、今津

■連携イメージ

タップ

■「阪急沿線アプリ」のダウンロードはこちらから

※iOS13 以降のスマートフ
ォン端末でご利用になれま
す。

※Android8 以降のスマート
フォン端末でご利用になれ
ます。

※Apple、Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
※App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.のサービスマークです。
※IOS の商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

