
メルボルンの電車、トラ
ム、バスのチケット

便利なmyki 
ガイド

2022
年のmyki運賃

無料トラムゾーン
のマップ付き



ptv.vic.gov.au/fares では、運賃の詳細やmyki 
Moneyとmyki Passの比較については、  
ptv.vic.gov.au/faresをご覧ください。

Myki Passとmyki Moneyの選択

利用の頻度に応じて、myki Passまたはmyki Moneyへの
トップアップを選べます。カードはどちらかに固定されて
いないので、トップアップするたびに最適な方を選べま
す。

カードにmyki Moneyとmyki Passを同時に入れることが
できますが、カードはmyki Passを先に使用します。

myki Moneyの残高がマイナスの場合、myki Passは使え
ません。

mykiカードの購入とトップアップ  

正規運賃は$6、コンセッション運賃は$3です。 

mykiカードの購入とトップアップは以下の場所からで
きます。

 − すべてのセブンイレブンを含む数百の店舗
 − 特定の駅や停留所にあるmykiマシン
 − 主要ステーションのチケットオフィス
 − PTVハブ
 − クイックトップアップ・マシーン  

(myki Moneyのみ対応、最大$50)
 − ptv.vic.gov.au へアクセス、または 1800 800 007 

へ電話（オンラインでのトップアップには約90分か
かります）。

また、携帯電話のPTVアプリ（NFCが必要）を使っ
て、mykiマネーをすぐにトップアップすることもできま
す。

トップアップが行えるお近くの場所は、  
ptv.vic.gov.au/retail から確認できます。

コンセッションの種類には、子供、お年寄り、そして一
般コンセッションがあります。対象となるかどうかは、 
ptv.vic.gov.au/concession からご確認ください。

myki Pass

頻繁に利用する方は連続した日数でトップアップしてく
ださい。 週に5日以上利用する場合はmyki Passがお得
です。 

ゾーン1+2における7日間の利用比較：

myki Money $59.40 (5 x 1日料金 + 2 x 週末１日料金)
myki Pass $46.00 (7日間パス)

7日間

正規運賃 コンセッション

Zone 1+2 $46.00 $23.00

Zone 2のみ $31.00 $15.50

28 – 325日間

正規運賃 コンセッション

Zone 1+2 $5.52* $2.76*

Zone 2のみ $3.72* $1.86*

myki Pass 
都内運賃

myki Money

たまにしか利用されない方は、その都度の支払いにてご
利用ください。  
カードに課金すると、mykiが移動先に応じて最安値の運
賃を計算します。

その日の最初のタッチオンで2時間分の料金が発生しま
す。2時間以降にも利用する場合は、1日料金が発生しま
す。

1日料金

正規運賃 コンセッション

Zone 1+2 $9.20 $4.60

Zone 2のみ $6.20 $3.10
週末** $6.70 $3.35

2時間

正規運賃 コンセッション

Zone 1+2 $4.60 $2.30

Zone 2のみ $3.10 $1.55

myki Money  
都内運賃

**祝日

*1日あたりの運賃



myki登録は、こちらのコード
をスキャン、 
ptv.vic.gov.au/register  
にアクセス、もしくはPTVアプ
リから行えます。

メルボルン訪問者ですか？
mykiカード、地図、施設の割引などmyki Explorerがあれ
ば、旅行準備は万全です！ptv.vic.gov.au/mykiexplorer 
から購入できる場所を確認できます。

タッチオン・オフ 訪問者

電車 
タッチオン・オフを忘れないで 
ください。

バス
タッチオン・オフを忘れないでく 
ださい。 

トラム
タッチオンを忘れないでください。タッチオフは必
要ありません。

市内の無料トラムゾーンを利用するだけの際は、タ
ッチオン・オフしないでください。

ゾーン2を利用する場合は‘、タッチオフのみ行って
ください。

ゾーンの詳細や最新料金については、 
ptv.vic.gov.au/zones をご覧ください。

myki 登録

myki 登録には様々な利点があります：

 − カードの紛失や盗難の際には、カード残高を保護する
ことができる

 − 自動トップアップを設定しておけば、mykiへの入金を
忘れずに済む 

 − 残高や最近の利用代金を確認できる
 − 4年毎の有効期限切れの際に、簡単にmykiを交換で

きる
 − お客様のアカウントから複数のカード管理ができる

ビクトリア州内の旅行をお考えの方は、 
ptv.vic.gov.au/regionaltickets をご覧ください。

$8 子供そして
コンセッション

16$

PTV アプリ

PTVアプリには、myki管理、メルボルンやビクトリア州で
の旅行計画に役立つ機能が満載です。

App StoreまたはGoogle Playストアから無料ダウンロー
ドする、または ptv.vic.gov.au/app で詳細をご覧くださ
い。



無料トラムゾーン

市内の無料トラムゾーンは市の中心部を含み、クイー
ン・ヴィクトリア・マーケットからドックランズ、スプリ
ング・ストリート、フリンダース・ストリート駅、フェデレ
ーション・スクエアまでが範囲となっています。

© Public Transport Victoria 2021

市内の無料トラムゾーンを移動するだけ
の際は、タッチオン・オフしないでくださ
い。mykiカードは必要ありません。
無料トラムゾーン を越えて移動する場合は、忘れ
ずにタッチ・オンしてください。

トラムの停留所に
は、ゾーンの境界を示
すサインが設置され
ています。

市内巡回トラム

市内巡回トラムは、無料トラムゾーン内を走るため、無
料で利用できます。

メルボルンの象徴である世界クラスのトラムに乗り、メ
ルボルン中心部の主要な観光スポットを巡るのに便利
であり、何度でも乗り降りできます。
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

他言語による情報：

お使いの言語が表示されていない場合は、  
ptv.vic.gov.au/languages をご覧いただくか、  
9321 5450 までお電話ください。

認可： Department of Transport, 1 Spring Street, Melbourne

詳細については ptv.vic.gov.au にアクセス、 
または 1800 800 007 までお電話ください。.

耳の不自由な方、または聴覚や言語に障害のある方
は、National Relay Serviceをご利用ください。詳細は
relayservice.gov.au にアクセスしてください。

Department 
of Transport


