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報道関係各位 

北いわて MaaS 推進協議会 会長 

  ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 

代表取締役社長 浅沼 康揮 

「北いわて MaaS」のサービススタート 

下記の４社からなる「北いわて MaaS 推進協議会」（以下「協議会」）は、10 月 6 日より北

いわて圏域において、協働で MaaS（Mobility as a Service）事業を行います。 

このサービスでは、圏域内の複数事業者の交通データを一元化し、交通機関の検索、チケッ

トの予約、デジタルチケットの発行、運賃決済などを、交通手段や運行会社に関係なくワンス

トップで行えるようになります。また、交通情報にとどまらず、エリア内の飲食店、観光施設、

宿泊施設などの情報を統合すると共に、これら施設と連携した企画商品の予約・決済も行いま

す。その他にも、デジタルチケットを購入した利用者へのエリア内施設で利用できるお得なク

ーポンもご用意しています。詳しい情報については、北いわて MaaS の専用 WEB サイト

（https://iwatemaas.jp）をご覧ください。利用者は、スマートフォンでのアプリや WEB サ

イトを介して、これらのサービスを利用できるようになります。

今回は岩手県「いわて次世代モビリティサービス実証事業（MaaS 推進実証事業）」の委託業

務として実施するもので、北いわて圏域において、当該事業の支援及び地域の交通課題解決に

向けたモデル構築を推進し、新たなモビリティサービスの協議や連携事業の実施に関わる連絡

調整を行う目的で協議会を立ち上げています。 

岩手県および協議会では、今回の事業を通じて、同圏域における以下の効果創出を図ってい

きます。 

・コロナ禍の影響により減少している輸送・観光需要、地域経済の回復・拡大

・キャッシュレス決済、デジタルチケット・クーポン等による新たな生活様式に対応した DX 推進

・ MaaS を通じた公共交通活性化や地域振興・観光振興等への貢献

■「協議会」構成会社

・IGR いわて銀河鉄道株式会社（本社:岩手県盛岡市、代表取締役社長:浅沼 康揮、以下「IGR」）

・三陸鉄道株式会社（本社:岩手県宮古市、代表取締役社長:中村 一郎、以下「三陸鉄道」）

・岩手県北自動車株式会社（本社:岩手県盛岡市、代表取締役社長:松本 順、以下「岩手県北バス」）

・ジェイアールバス東北株式会社（本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:小塙 隆一、以下「JR バス」）



■「北いわて MaaS」の事業概要

①バス・鉄道等公共交通情報の標準データ化、アプリ等へのデータ提供、乗換情報の発信

（時刻表、バス停位置等のデータを標準化し、GoogleMAP や乗換アプリ等で表示）

②デジタルチケット（乗車券・クーポン券）や、旅行商品の案内、予約・決済

（路線バス（岩手県北バス・ＪＲバス）・三陸鉄道・ＩＧＲとの連携商品（きたいわてぐるっとパス、御所

野縄文きっぷ、浄土ヶ浜パック等）

※サービス開始時点では、デジタルチケット（乗車券・クーポン券）の案内・決済のみとなります。

旅行商品に関する案内・予約・決済については、別途サービス開始時に周知いたします。

③観光・文化施設、公共施設、飲食店、イベント等の情報発信

（施設情報、グルメ情報、おすすめ情報等の発信）

④観光施設や飲食店等で利用可能なお得なクーポンの発行

（ＩＧＲ沿線施設の割引クーポン、三陸鉄道沿線飲食店の割引クーポンの発行等）

⑤観光客向けの周遊モデルプランの提供

（きたいわてぐるっとパスなどの周遊チケット等に合わせ、交通機関の接続時間等も考慮した沿線観光・

宿泊施設・飲食店舗等をリコメンド）

⑥公共交通利用者のデータ（交通行動データ）の収集

（利用者の属性、移動ルート、購買データ等を収集）運行経路と現在位置の見える化

■サービス内容

●MaaS アプリ：以下の機能が手元で完了します

・運行情報、チケットの検索、情報提供

・電子チケットの購入

・決済機能

・観光・店舗情報の検索・提供

北いわて MaaS アプリ チケット購入画面 決裁画面 乗車時画面 店舗優待券 

*イメージ画像 *イメージ画像



●乗車券・企画商品のデジタルチケット発行

・「きたいわてぐるっとパス」

・きたいわてぐるっとパス【右回り】（盛岡→二戸 方向）

〃 【左回り】（盛岡→宮古 方向） 

・大人 5,200 円

※列車とバスを乗り継いで、きたいわてをぐるっとめぐる一定

方向乗り降り自由のおトクな３日間周遊パスです。 

※片側一方向に限り、どこから乗っても何度でも乗り降り自由

です。 

・「御所野縄文きっぷ」 

・御所野縄文きっぷ（盛岡発） 大人 3,700 円 

・御所野縄文きっぷ（いわて沼宮内発）  大人 2,400 円 

・御所野縄文きっぷ（二戸発） 大人 1,500 円 

※世界遺産に登録された御所野遺跡へのお得な乗車券です。

御所野縄文博物館入館券や特設売店のクーポンがついて更に

便 利にご利用いただけます。

＊そのほか、各種企画商品を随時販売予定。 

https://iwatemaas.jp/ 

※サービス提供期間

・サービス提供期間 ：令和 3 年 10 月 6 日 10 時～令和４年 3 月 31 日

・サービス提供アプリ：ジョルダン社「乗換案内」

・各種観光情報の提供：北いわて MaaS ホームページ：https://iwatemaas.jp/

https://iwatemaas.jp/
https://iwatemaas.jp/


参考．企業情報 

【ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社】  

所在地：岩手県盛岡市青山二丁目 2 番 8 号 

設立：2002 年 12 月１日 

代表取締役社長：浅沼 康揮 

事業内容：  鉄道業、不動産業、飲食業、小売業、サービス業 

サイト： https://igr.jp/

【三陸鉄道株式会社】 

所在地：岩手県宮古市栄町４ 

設立：昭和５６年１１月３０日 

代表取締役社長：中村一郎 

事業内容：  鉄道事業・第２種旅行業・損害保険代理業・物品販売業 

サイト： https://www.sanrikutetsudou.com/

【岩手県北自動車株式会社】 

所在地：岩手県盛岡市厨川一丁目 17 番 18 号 

設立：平成２１年８月２６日 

代表取締役社長：松本 順 

事業内容：  一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・サービスエリア事業・

その他 

サイト：http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/

【ジェイアールバス東北株式会社】  

所在地：宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目 12 番 55 号 NAViS 仙台ビル 6F 

設立：昭和 63 年 3 月 5 日 

代表取締役社長 小塙 隆一 

事業内容：  旅客自動車運送事業・自動車整備業・旅行業・広告業・駐車場経営・不動産賃貸業・ 

物品販売業・その他 

サイト：https://www.jrbustohoku.co.jp/

＜本件に関するお問合わせ先＞ 

・岩手県北バス （乗合事業部 吉田 Email noriai001@iwate-kenpokubus.co.jp 電話 019-641-7770）

・IGR （運輸部運輸企画グループ 工藤

・三陸鉄道 （旅客営業部 橋上 Email

  Email mu-kudo@igr.jp  電話 019-601-9983）  

hashikami@sanrikutetsudou.com 電話 0193-62-7000） 

・JR バス（営業部輸送グループ 菊地 Email m-kikuchi@jrbustohoku.co.jp 電話 022-353-9825）

https://igr.jp/
https://www.sanrikutetsudou.com/
http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/
https://www.jrbustohoku.co.jp/
mailto:noriai001@iwate-kenpokubus.co.jp
mailto:mu-kudo@igr.jp
file:///C:/Users/s.shimoju/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/211NTUHD/hashikami@sanrikutetsudou.com
mailto:m-kikuchi@jrbustohoku.co.jp
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北いわてMaaSマースマース

経 路 検 索
乗車券購入

観光施設情報検索

乗車券が購入可能！
乗車券が購入可能！
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いわて花巻空港●

MaaS（Mobility as a Servis）の
略で、例えば自宅から目的地まで移
動する場合、いままでは複数の交通
機関を個別に検索・予約・決済して
いたものを、スマホアプリ「MaaS」
ひとつで円滑な移動を実現します！
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MaaS（マース）とは

北いわてMaaS
右記エリアで使える
お得な乗車券を
販売中！



「メニュー」→「チケット」画面からスタート 「乗り換え案内」画面からスタート

対応アプリのDL
アプリストア
（iOS/Andorid対応）から「乗
換案内」（ジョルダン社）をダ
ウンロードします。
※対応するアプリは今後順次
拡大予定。

チケットの購入
アプリから「メニュー」→「チ
ケット」を選択すると、「北いわ
てMaaS」のページが表示され
るので、購入するチケットを選
択し、ジョルダンのID登録（初
回のみ）し、アプリの流れに沿っ
て購入します。（既に登録してい
る人は不要）購入はクレジット
カードやPaypayなどが対応
しています。

チケットの表示
購入後にデジタルチケット
が発行されるので、利用
する際にアプリから選択し
て、鉄道の改札員やバス
運転士が目視で確認をし
ます。
※利用する際は、「利用ボタ
ン」を押して、利用済になっ
た状態を見せます。（下記「デ
ジタルチケットの利用の流れ」
参照」）

IGRいわて銀河鉄道

IGRホリデーフリーきっぷ

IGRいわて銀河鉄道

IGRホリデーフリーきっぷ IGRホリデーフリーきっぷ

IGRいわて銀河鉄道 IGRいわて銀河鉄道

IGRホリデーフリーきっぷ

購入日より1ヶ月以内有効

使用時に駅員・
運転士に見せ
ながら利用する
ボタンを押し
ます。

使用済になった画面を駅員・
運転士と確認して降車完了です。

発行チケットイメージ チケットの使い方

スマホ一つで出かけよう。

北いわてMaaS
スマホ一つで出かけよう。

北いわてMaaSマースマース のご利用方法
チケット購入までの流れ

デジタルチケットの利用の流れ

「メニュー」 「チケット」 「フリーパス販売中」 「北いわてMaaS」 「このチケットを購入」 「決済／必要情報入力」

チケットの購入までの流れ

※各チケット券面は参考イメージです。

北いわてMaaS特設サイトで
モデルコースや人気エリア
お得な情報をご紹介！　　

お問い合わせは 【北いわてMaaS推進協議会構成員】

ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 TEL: 019-626-9151
（ＩＧＲインフォメーション）
三陸鉄道株式会社  旅客営業部 TEL: 0193-62-7000
ジェイアールバス東北株式会社  二戸支店 TEL: 0195-23-5229
岩手県北自動車株式会社 インフォメーション TEL: 019-641-1212

スクロールスクロール

北いわてMaaS推進協議会

北いわてMaaS

運転士・係員が
目視確認IGRいわて銀河鉄道

IGRホリデーフリーきっぷ

QR付きの
デジタルチケット


