
 平成26年5月21日 交通局 

ICカード乗車券 icsca （イクスカ）について 



 パスケースから出さずにタッチするだけで，地下鉄やバスの運賃の支払いができるＩＣ

カード乗車券です。 
 

 さまざまな公共交通機関を１枚のカードで利用できるため，乗り継ぎもスムーズです。 
 

  icsca に名前を登録すると、紛失しても再発行できるので、いざという時も安心です。 
 

 使い捨ての磁気カード乗車券とは違い、繰り返し使える環境にやさしい乗車券です。 
 

 icsca でバス・地下鉄に乗ると、ご利用状況に応じたポイントがもらえます。 

 

  

  

  

 

ICカード乗車券 icsca （イクスカ）について 

icsca（イクスカ）の特徴 
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 icsca のデザインは、仙台在住のデザイナー菅野麻
衣子さんの作品です。カードカラーの緑色は杜の都を
イメージ。伊達家伝来の陣羽織をモチーフにした水
玉模様とスズメが描かれています。 
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会津若松 磐梯熱海 猪苗代 喜多方 

凡例   
    icsca・Suica利用可能路線（鉄道） 
 
    icsca・Suica利用可能エリア（バス） 
 

※    の路線では、一部の駅で一部サービス 
が利用可能です。 

※バスの利用可能エリアの詳細については検
討中です。 



 icsca は、乗車券発売所や各駅の券売機で購入することができます。 

 発売額は1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円から選べます。 

 icsca の発売額には、500円の預かり金 (デポジット) が含まれます。 

  （例） 

 

 預かり金（デポジット）は、icsca を返却する際にお返しします。 

 すぐに購入することができます。 

 紛失時に再発行ができません。 

 記名式に変更することもできます。 

 

無記名式 icsca (イクスカ) 

 紛失時に再発行が可能です。 

  定期券機能を載せられます。 

  小児運賃が適用される小児用icsca を発行します。 

 福祉割引が受けられる福祉用icsca を発行します。 

※ 小児用・福祉用icsca を購入の際、年齢の確認できる書類や手帳

などをご提示いただきます。 

※ 福祉用icsca は、Suicaとの相互利用の対象外になります。 

記名式 icsca (イクスカ) 

発売額 
2,000円 ＝ 

利用可能額 
1,500円 ＋ 

デポジット 
500円 

 icsca には、誰でも使える無記名式と、名前などの情報をカードに登録することで、紛失時に再
発行ができる記名式があります。 
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icsca （イクスカ）の購入 



icsca （イクスカ）への入金（チャージ） 

 一回の入金（チャージ）で1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円を入金
（チャージ）することができます。 

券売機、乗車券発売所など 

  icsca の残額が少なくなってきたときには、入金（チャージ）を行うことで、繰り返し使うことができ
ます。 

 入金（チャージ）は、券売機、乗車券発売所などで行うことができます。 

  icsca には、20,000円まで入金（チャージ）できます。 

券売機でのチャージ バスでのチャージ 
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icsca （イクスカ）の使い方 

 乗り降りの際、改札機の青く光る部分に、 
icsca を軽くタッチしてください。 

 複数人でご利用の際は、券売機できっぷを
購入できます。 

 

地下鉄での使い方 

 乗るときに乗車リーダ、降りるときには運賃
箱にある降車リーダに icsca を軽くタッチし
てください。 

 複数人でご利用の際は、あらかじめ乗
務員にお声掛けください。 

バスでの使い方 

 パスケースに入れたままで、Suicaなど、ほかのＩＣカード乗車券と重ねて使うとエラーになります。 

乗車リーダ 降車リーダ 
改札機 

5 バスに関係するサービスは、平成27年以降の実施になります 



 複数の交通機関をご利用する際の定期券が1枚化されます。 
 （例）地下鉄と宮城交通バスを乗り継ぐ定期をつくると… 

    
 
 
 

現 行 

 出場時に、自動的に２００円を引き去ります。 

 

 

 定期券を使った場合と使わなかった場合を比較して、安い方の運賃を引き去ります。 

 

 

 

 

定期券 200円 長町 仙台 200円 

icsca （イクスカ）定期券 

 記名式 icsca には、バス、地下鉄の定期券を載せることができます。 

定期券 仙台 長町南 200円 河原町 

広瀬通 富沢 

300円 

 定期券で乗越した時でも、あらかじめ入金（チャージ）しておけばタッチするだけで精算ができます。 

バスに関係するサービスは、平成27年以降の実施になります 6 

icscaになると… 

地下鉄定期も 

宮交バス定期も
icsca１枚に載ります 

定期券 
2枚持ち 

※一部対象外も 
ございます 



icsca （イクスカ）ポイントサービス 

 icsca では，地下鉄・バスの一層の利用促進を図るため、地下鉄・バスの利用回数や金額
に応じてポイントが付与されるサービスを実施します。 

１回ごとの乗車に対して 基本ポイントが貯まります。 

  

基本ポイント付与率は，月ごとの利用回数によって変わります。 

１ポイント＝１円換算です。 

地下鉄やバスに乗るとポイントが貯まります。 

基本ポイント ＝ 運賃 × 基本ポイント付与率（％）      

地下鉄とバスを一定時間内に乗り継ぐと，基本ポイント以外にもポイントが貯まります。 

※開始時期・・・東西線開業時 

  （現在の乗継割引制度における乗継指定駅・乗継指定停留所の制限は廃止します。） 

地下鉄とバスを乗り継ぐとポイントが貯まります。 

東西線・南北線の全ての駅を対象に実施します。 

ポイントは，有効期間内（利用の翌月から1年間）に地下鉄駅などで icsca に入金（チャー
ジ）すると，運賃の支払いに使えます。 

貯まったポイントを icsca (イクスカ)に入金（チャージ）すると運賃として使えます。 

7 バスに関係するサービスは、平成27年以降の実施になります 



 紛失した icsca の利用を停止してから再発行を行いますので、お近くの駅窓口や乗車券

発売所にお申し出ください。 

 再発行した icsca の受け取りは、翌日以降になります。再発行手数料と新たなカード分の

預かり金（デポジット）が必要です。 

 再発行後に失くした icsca が見つかった時は、預かり金（デポジット）をお返しします。 

記名式 icsca (イクスカ)を失くしたとき 

 icsca を返却する場合は、所定の計算を行い、払い戻し額（0円の場合もあります）と預かり
金（デポジット）500円をお返しいたしますので、乗車券発売所にお申し出ください。 

 定期券のみの払い戻しも行うことができます。 

icsca(イクスカ)を返却したいとき 

 支払いの履歴は、券売機、乗車券発売所でプリントアウトすることが可能です。 

支払いの履歴を確認したいとき 

こんなとき、どうする？ 
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 東西線・バスへの icsca 導入時に、磁気カード乗車券の発売を停止し、約１年後に利用を

停止する予定です。 

 磁気カード乗車券の利用停止後は、残金の払い戻しを行います。 

 また、東西線・バスへの icsca 導入時に、バス・地下鉄乗継乗車券の発売と利用を停止し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磁気カード乗車券の発売 

磁気カード乗車券などの取り扱い 

東西線・バス 
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発売停止の 
約１年後 

停止 

停止 磁気カード乗車券の利用 

磁気カード乗車券の取り扱いについて 

南北線 
icsca 導入 

乗継乗車券の発売・利用 停止 
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磁気カード乗車券の払い戻し 



 icsca には、ポイントサービスや会員証、クーポン、スタンプラリーなどの機能を後から付け
ることができます。このような仕組みの活用などにより、乗車券以外のサービスについて、引
き続き検討しています。 

 icsca には電子マネー機能がついていないため、コンビニなどでは使用できません。 

そのほか 

乗車券以外のサービスについて 

 お客様のご利用データは、個人情報がわからないよう統計資料などとした上で、ダイヤ編成
などお客様サービスの向上のために活用することを検討しています。 

お客様のご利用データの取り扱いについて 
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 バスに icsca が導入されるまで、乗継割引を受ける場合はスキップカード、乗継券をご利  

  用ください。また、バス地下鉄の連絡定期券は、従来どおりの磁気カードで発行いたします。  

乗継割引とバス・地下鉄の連絡定期券 


