２０１９年１２月１８日
近鉄グループホールディングス株式会社

観光地型 MaaS アプリ「ぶらりすと」のサービス開始！！
～1 月９日から「ぶらりすと」を使った志摩での第 2 弾実証実験を実施～
近鉄グループホールディングス株式会社は、沿線の重要観光地である伊勢志摩エリアの志摩地域において、
２０２０年１月９日（木）から３月３１日（火）の間、観光地型ＭaaS（Ｍobility as a Service）専用アプリ
として「ぶらりすと」のサービスを行うとともに、
「ぶらりすと」を使った志摩での 2 回目の実証実験を実施
します。
本年１０月１日（火）から１１月３０日（土）の 1 回目の実証実験では、志摩地域の近鉄の特急停車駅（鵜
方駅・賢島駅）と周辺観光地を結ぶバス、タクシー、マリンキャブ（海上タクシー）のオンデマンド交通、web
サイト上の経路検索と予約システムなど二次交通手段の構築を中心に実施し、新規路線の運行を開始したオ
ンデマンドバスを中心に、新たなニーズを把握することができました。
2 回目の実証実験では、観光地型 MaaS アプリ「ぶらりすと」を使って、オンデマンド交通の検索・予約
に加え、決済までシームレスなサービスをご利用いただけます。また、多言語対応を行うことにより、国内外
どこからでも、事前に旅行の目的地予約や交通手段の確保、決済まで「ぶらりすと」を通じて行うことができ
ます。
さらに、アプリ上で購入できる「伊勢・鳥羽・志摩デジタルフリーパス」や着地型旅行商品を発売しま
す。これにより地元観光施設の情報を広く発信するとともに、便利な移動手段を提供することで、近鉄グルー
プの諸サービスの利用促進を図るとともに、志摩エリアへの誘客による観光活性化に貢献してまいります。
今年度の実証実験結果をもとに、今後、伊勢志摩全体にエリアを拡大することを検討します。
観光地型 MaaS アプリ「ぶらりすと」および 2 回目の実証実験についての詳細は別紙のとおりです。

MaaS アプリ「ぶらりすと」ロゴ
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別紙
１．観光地型 MaaS アプリ「ぶらりすと」について
（１）名

称

「ぶらりすと」
スマートフォンを持って、ぶらりと気軽に伊勢志摩旅行（ツーリスト）を楽しんで
いただきたい思いと、検索機能や商品ストア機能など様々なサービスを一覧（リス
ト）として持ち合わせているアプリケーションであることを表現しました。

（２）サービス期間 2020 年 1 月 9 日（木）
（予定）～3 月 31 日（火）
※アプリのリリースは 1 月 8 日（水）を予定
※予約・発売・利用時期は、サービスにより遅れることがございます。
（３）利用料金

無料（アプリ内課金あり）

（４）サービス内容
①全国各地（近鉄線および JR 線等）から伊勢志摩までの複合経路検索
・電車、バスのほかタクシーや船、オンデマンド交通などのシームレスな経路検索
・経路検索結果により表示されたオンデマンド交通の予約・決済や「伊勢・鳥羽・志摩デジタ
ルフリーパス」の購入が可能。また、表示された近鉄特急は別サイトに遷移後予約・決済が
可能。
※関西国際空港や中部国際空港からの電車による経路検索も可能です。
※お客さまの最寄りの出発地からの経路検索ができない場合があります。
②電子チケット類の発行
・オンデマンド交通のチケット、「伊勢・鳥羽・志摩デジタルフリーパス」および着地型旅行商
品における体験商品利用券などの発行
（５）対応言語：日本語、英語
（６）使用方法 参考資料参照
「ぶらりすと」でアプリを検索し、ダウンロードしてください。
※iOS の方は App Store から、Android の方は Google Play ストアからダウンロード
していただけます。

２．「ぶらりすと」を使った志摩 MaaS 第２弾実証実験について
（１）実験内容 観光地型 MaaS アプリ「ぶらりすと」を使って、オンデマンドのバス、タクシー、マリ
ンキャブなど二次交通サービスの検索・予約・決済機能の提供、
「伊勢・鳥羽・志摩デジ
タルフリーパス」や着地型旅行商品を発売します。これによって、アプリケーション等
システムに関する技術的検証や運用上の課題の抽出を行います。
お客さまのニーズの把握と運行システムに関する運用面の確認を行います。
（２）期

間

2020 年 1 月 9 日（木）
（予定）～3 月 31 日（火）

（３）実施主体 近鉄グループホールディングス株式会社
（参画団体）株式会社ヴァル研究所、株式会社未来シェア、近畿日本鉄道株式会社、
三重交通株式会社、株式会社三交タクシー、三重近鉄タクシー株式会社、
有限会社和栄タクシー、志摩マリンレジャー株式会社、株式会社近鉄・都ホテルズ、
近鉄レジャーサービス株式会社、株式会社賢島宝生苑、
KNT-CT ホールディングス株式会社、クラブツーリズム株式会社、
株式会社近畿日本ツーリスト中部
（協

力）志摩 MaaS 協議会、株式会社三菱総合研究所
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（４）目標数値 アプリダウンロード数

8,000 件、デジタルフリーパス販売数 400 枚

（５）特設ホームページ www.kintetsu-g-hd.co.jp/kintetsumaas/shimamaas/
（６）サービス内容
①オンデマンドバス
〇鵜方駅前～横山展望台（横山ビジターセンター経由）
運行主体

三重交通株式会社

運行時間

9:30～1５:30
ただし、土休日および３月２０日（金）以降は、9:30～1６:30
※いずれの日も 12:00～12:45 を除く
※鵜方駅前発 9:30 から運行開始、鵜方駅前着 15:30 または 16:30 に運行終了

予約時間

ご利用 7 日前 0:00 から当日運行終了１５分前まで（アプリ上で予約）

定

員

11 名（ワンボックスカー 1 台）

運

賃

大人 300 円（小児 150 円）

〇波切魚市場～桐垣展望台間
運行主体

株式会社三交タクシー

運行時間

土休日および 3 月 20 日（金）以降 10:30～16:30
※波切魚市場発 10:30 から運行開始

予約時間

ご利用 7 日前 0:00 から当日 16:15 まで（アプリ上で予約）

定

員

8 名（ジャンボタクシー１台）

運

賃

大人 300 円（小児 150 円）
横山ビジターセンター（駐車場）
横山展望台
鵜方駅前

オンデマンド系統①（横山方面）

オンデマンド系統②（桐垣方面）
既存路線バス

石塚
志摩自然学校
波切魚市場
桐垣展望台

大王埼灯台
ともやま苑

大王埼灯台駐車場

都ﾘｿﾞｰﾄ 奥志摩ｱｸｱﾌｫﾚｽﾄ
ともやま観光ホテル

波切(大慈寺前)

志摩市民病院

第 2 弾実証実験からの新設乗降地

大王支所前

第１弾実証実験の乗降地
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大王小学校前(かつおの天ぱく前)

②相乗り（オンデマンド）タクシー
志摩市域内を相乗りにてご利用いただけるオンデマンドタクシーを運行します。
運行主体

三重近鉄タクシー株式会社、有限会社和栄タクシー

運行時間

10:00～17:00

予約時間

ご利用 7 日前 0:00 から当日 16:30 まで（アプリ上で予約）

運行範囲

志摩市域内の 44 箇所の指定乗降ポイント間のみ運行

運行車両

１日あたり最大６台

定

４名

員

ただし、土休日および 3 月 20 日（金）以降は定員９名のジャンボタクシー１台運行
運

賃

指定乗降ポイント間の事前確定運賃。相乗り成立時には所定運賃の 40％引
（運賃は利用グループ単位で収受）

【運賃例】
相乗り時

区間

通常時

賢島駅 ～ 横山展望台

２,１７０円

１,３００円

志摩磯部駅 ～ 志摩スペイン村

２,２５０円

１,３５０円

さとうみ庵 ～ 和具港

１,６９０円

１,０１０円

（１グループ当たり）

③海上タクシー 英虞湾マリンキャブ
お客さまの要望に応じて英虞湾の 11 の乗降地間を運航します。ルートによっては陸路に比べ短時間
で移動できるほか、海の魅力をお楽しみいただけます。
運航主体

志摩マリンレジャー株式会社

運航時間

9:00～16:30

予約時間

アプリ ご利用 7 日前 0:00 から当日 16:00 まで
電話

乗 降 地

ご利用 7 日前 8:30 から当日 16:00 まで（受付時間 8：30～17：00）

賢島港、志摩観光ホテル、志摩ベイサイドテラス、賢島宝生苑、志摩自然学校、
間崎島港、浜島港、御座港、和具港、真珠の里、パール美樹

定

員

５名（運航船は 1 隻（2.4 トン）
）

運

賃

大人 1,000 円（小児 500 円）（各地間所要時間：10 分～30 分程度）
浜島～御座間は大人 500 円（小児 250 円）
マリンキャブの貸切運航 5,000 円（上記乗降地間）

④賢島ホテル送迎バス
近鉄グループの３つのホテル・旅館と鵜方駅・賢島駅を周遊するホテル・旅館利用者限定の無料送迎
バスを運行します。
運行主体

株式会社近鉄・都ホテルズ、株式会社賢島宝生苑

運行時間

9:00 頃～16:00 頃

運行本数

1 日 7 本（1 時間に 1 本）

対象ホテル・旅館

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス、志摩観光ホテル、賢島宝生苑

運行区間

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス → 志摩観光ホテル → 賢島宝生苑 → 賢島駅
→ 鵜方駅 → 賢島宝生苑 → 志摩観光ホテル → 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

定

員

28 名（補助席 7 席含む）

運

賃

無料（先着順。近鉄グループホテル・旅館利用者のみ乗車可能）
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⑤伊勢・鳥羽・志摩デジタルフリーパス【第２弾実証実験から実施】
近畿日本鉄道が発売する初めてのデジタル式乗車券で、伊勢志摩への往復や伊勢志摩の観光施設
に入場・入館いただける便利でお得なきっぷです。
名

称：伊勢・鳥羽・志摩デジタルフリーパス

発売会社：近畿日本鉄道株式会社
発売期間：2020 年 1 月 8 日（水）（予定）～3 月 28 日（土）
利用期間：2020 年 1 月 9 日（木）（予定）～3 月 31 日（火）
有効期間：利用期間中で乗車開始日から連続 4 日間
発 売 額：大人 6,000 円
内

小児 3,650 円

容：a）発駅～フリー区間（松阪駅～賢島駅）の近鉄電車往復乗車券
※発駅～フリー区間（松阪駅～賢島駅）の特急券は含まない
b）フリー区間の近鉄電車が乗り放題（フリー区間特急券は 4 回利用可能）
c）伊勢志摩エリアの三重交通バス・鳥羽市かもめバスが乗り放題
d）鳥羽市営定期船・志摩マリンレジャーあご湾定期船が乗り放題
e）鳥羽水族館や志摩スペイン村パルケエスパーニャ、賢島エスパーニャクルーズ等
松阪・伊勢・鳥羽・志摩エリアの観光施設に入場・入館可能
【松阪】松阪市立歴史民俗資料館、文化財センターはにわ館
【伊勢】お伊勢まいり資料館、伊勢河崎商人館、賓日館、伊勢忍者キングダム
【鳥羽】鳥羽水族館、ミキモト真珠島、鳥羽湾めぐりとイルカ島、マコンデ美術館
【志摩】志摩スペイン村パルケエスパーニャ（※）、ひまわりの湯（※）
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト

アクアパレス、ともやまの湯

志摩マリンランド、賢島エスパーニャクルーズ、愛洲の館
海ほおずき（手作りアート体験）、志摩パークゴルフ場、伊勢現代美術館
（※）1 月 14 日（火）から 2 月 7 日（金）の間は志摩スペイン村休園期間中の

ため賢島宝生 苑で「昼食と温泉入浴券」が利用可能
f）パールシャトルに片道 1 回乗車可能
g）その他デジタルフリーパスの呈示で受けられる特典
・賢島宝生苑「朝なぎの湯・夕なぎの湯」に大人 1,250 円、小児 600 円で日帰り
入浴可能（志摩スペイン村休園期間中は無料で入浴可能）
・オリックスレンタカー約 30％割引（松阪、伊勢市、宇治山田、鳥羽、鵜方の各営
業所）
・伊勢湾フェリー旅客運賃約 10％割引
・津エアポートライン「中部国際空港～津なぎさまち」間と三重交通バス「津なぎさ
まち～津駅前」間が割引（2,740 円→2,020 円）
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⑥着地型旅行商品【第２弾実証実験から実施】
ａ）発売会社：株式会社近畿日本ツーリスト中部
〇志摩域内観光施設の体験商品とオンデマンド交通をセットした旅行商品

旅行代金

観光施設

内容

真珠の里

真珠取り出し体験

さとうみ庵

海女小屋体験

1名用

アクセス

2~4名用

11,500円 6,500円

賢島港からマリンキャブ

12,400円 8,700円

賢島駅などからデマンドタクシー

16,600円 10,700円

賢島港からﾏﾘﾝｷｬﾌﾞ,ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ

三重ナルミ NARUMIﾎﾞｰﾝﾁｬｲﾅ食器絵付け体験 3,700円

3,200円

志摩磯部駅からデマンドタクシー

※２～4 名用は 1 人あたりの料金
※添乗員は同行しません。
〇その他観光施設入場・利用券（1 人あたりの料金）

旅行代金

観光施設

大人

子ども

はちまんかまど

6,600円

6,600円

ミキモト真珠島

1,200円

600円

伊勢夫婦岩ふれあい水族館

1,620円

810円

伊勢忍者キングダム（入国手形）

2,800円

1,600円

伊勢忍者キングダム（通行手形）

4,100円

2,500円

※観光施設へは各自でご移動いただきます。
（「はちまんかまど」は鳥羽駅から送迎バスがあります）
※添乗員は同行しません。
ｂ）発売会社：株式会社クラブツーリズム
〇名古屋駅から三重県内の観光施設をバスで巡る旅行商品
（A）伊勢志摩コース
催行日：2020 年 1 月 26 日（日）、28 日（火）、
2 月 2 日（日）、4 日（火）、9 日（日）、11 日（火）、
16 日（日）、18 日（火）、23 日（日）、25 日（火）、
3 月 1 日（日）、3 日（火）、8 日（日）、10 日（火）
集合時間・場所

7:30

名古屋駅西口・エスカ地下街

9:00 津なぎさまち旅客船ターミナル
※「津なぎさまち旅客船ターミナル」からの利用は、中部国際空港
から津エアポートラインでの移動時のみ可能
観光施設：伊勢神宮内宮、伊勢忍者キングダム（昼食）、横山展望台、

三井アウトレットパー クジャズドリーム長島
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旅行代金：大人 9,900 円、子ども 8,900 円、幼児 4,800 円
※中部国際空港出発は大人 2,400 円増し、子ども 1,400 円増し
（津エアポートライン乗船代金含む）
そ の 他：添乗員は名古屋駅から同行します。
（B）三重県全体コース
開催日：2020 年 1 月 24 日（金）、27 日（月）、29 日（水）、31 日（金）、
2 月３日（月）、５日（水）
集合時間・場所

7:50 名古屋駅西口・エスカ地下街

訪問施設：御在所ロープウエイ、名阪関ドライブイン（昼食）、伊勢神宮内宮、
三井アウトレットパークジャズドリーム長島、なばなの里
旅行代金：大人 10,900 円、子ども 10,400 円、幼児 4,800 円
そ の 他：旅行には添乗員が同行します。
以 上

オンデマンド交通路線イメージ図
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参考資料
アプリの使い方 その１
～経路検索から予約決済まで

鵜方駅から横山展望台の例～

①【経路検索】

②【経路の選択】

出発地・到着地と日時を入力して検索

検索結果から希望する時間・ルートを選択

③【オンデマンド交通の予約】

④【クレジットカード決済】

オンデマンド交通を含む経路を選択し、

予約が確定すればアプリ上で決済

オンデマンド交通の予約を実行

⑤【予約確認】
予約状況はアプリ上でいつでも確認可能

※アプリの画面は開発中の画面です。

81

参考資料
アプリの使い方 その２
～アクティビティ（旅行商品）の購入から決済まで～
①【商品の選択】

②【詳細確認】

「チケットストア」から希望する旅行商品

旅行商品の詳細内容を確認

を選択

③【予約情報入力】

④【クレジットカード決済】

代表者情報、出発日、人数等を入力

オンデマンド交通を含む旅行の場合、オン
デマンド交通も予約・決済まで完了

⑤【予約確認】
予約状況はアプリ上でいつでも確認可能

※アプリの画面は開発中の画面です。
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