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東 日 本 旅客 鉄 道株 式 会社

「東北デスティネーションキャンペーン」にあわせて
観光型 MaaS「TOHOKU MaaS」がスタートします！
○

JR 東日本では、各地の自治体や交通・観光事業者などのご協力をいただきながら、東北 6 県で観光
型 MaaS※「TOHOKU MaaS」を展開します。

○

観光型 MaaS とは、地域の「おいしい」
「楽しい」「なるほど」めぐりをスマートフォンにギュッと
詰め込んだ「旅のマーケットプレイス」です。JR 線やバスなど各種チケットや旅のプランニング、
さらには地域の味や日帰り入浴などをお楽しみいただく共通チケット「東北 MaaS チケット」を通
じて、旅先でのお楽しみをスマートフォンひとつで提供し、お客さまの旅を応援します。

○

また、観光施設のほか地域の皆さまの生活に密着した場所をオンデマンド交通でつなぎ、観光のお
客さまだけでなくお住まいの方々の日々のお出かけにも便利な移動を提供します。

○

「TOHOKU MaaS」を「新幹線 e チケット」や「モバイル Suica」と組み合わせてご利用いただくと、
スマートフォンひとつで東北地方を広く回遊できるようになり、with コロナ・ポストコロナの状況
下で安心してシームレスにご旅行いただけます。
※MaaS…「Mobility as a Service」の略

１

サービス名称

「TOHOKU MaaS」（トウホク マース）
２

提供期間
2021 年 4 月 1 日（木）から 2021 年 9 月 30 日（木）まで

３

展開エリア
青森県：青森・弘前エリア
秋田県：秋田・男鹿および角館エリア
岩手県：一関・平泉エリア
山形県：置賜および庄内エリア
宮城県：仙台・宮城エリア
福島県：会津エリア

＜ポスターイメージ＞

サービスロゴは東北 6 県をスマートフォンの形にしたもので、
東北の山と空をイメージしたカラーを使用しています。

４

主な提供サービス
各エリアで提供する主なサービスをご紹介します。詳細は、
【別紙】をご覧ください。

青森・弘前 秋田・男鹿 角館

一関・平泉

庄内

置賜

仙台・宮城

会津 …エリア毎に設定されるサービス

お 出 か け 前 に

観光スポット情報に加えて、スポットを組み合わせたモデルコースをご紹介するほか、ご旅行の
計画に便利な機能を提供します。
■旅行プランニングサービス

全エリア

・モデルコースなどに基づいてお好みの旅行プランを組み立てられる機能です。お好きな目的地を追
加・削除することができ、自動で移動時間が再計算されるので、簡単にプランニングができます。ま
た、作ったプランは保存しておくことができます。

■リコメンド機能

全エリア

・周辺の観光施設や体験できるメニューを、往復の移動時間と現地で滞在する時間などを考慮してお
すすめする機能です。ご旅行中、次の予定まで空き時間ができた場合などに便利です。

４つのエリアで新たな交通手段として運行する「オンデマンド交通」
（予約制）をはじめ、乗り降
り自由なフリーパスや高速バス、駅レンタカーなどの手配がスマートフォンひとつでできます。
移 動 を 便 利 に

■オンデマンド交通の予約・決済

青森・弘前 角館 一関・平泉 仙台・宮城

・行きたい時に簡単に予約ができ、観光地を自由に散策できる乗合交通サービス「オンデマンド交通」
を運行し、その乗車予約・決済がサイト上で行えます。観光地だけでなく、日々の生活に密着した店
舗や施設を乗降場所に加え、地域の皆さまの生活の足としてもご利用いただけます。

■交通チケット（JR を含むフリーパス・定員制高速バス・空港連絡バスなど）の購入
青森・弘前 秋田・男鹿 一関・平泉

■予約制高速バスの予約・決済

青森・弘前

庄内

置賜

秋田・男鹿

仙台・宮城
庄内

会津

仙台・宮城

・東北の都市間を結ぶ予約制高速バスの予約・決済がサイト上で行えます。※1

■駅レンタカーの予約（東北 6 県 30 営業所発着のご利用分が対象）
・主要駅からご利用いただける「駅レンタカー」をサイト上から特別価格でご予約いただけます。

目 的 地 で 楽 し む

旅のシーンに合わせて選べる各種チケットをご用意します。提供内容はエリアにより異なります。
また、一部開始時期や提供期間が異なるものがあります。
■観光チケット（施設入場、観光タクシーなど） 青森・弘前 秋田・男鹿

庄内

置賜

仙台・宮城

会津

・各種観光施設の入館チケットや、タクシーで巡る観光プラン「駅から観タクン」の手配ができます。

■定期観光バスの予約・決済
・バスガイド同行で効率よく観光できる、定期観光バスも予約できます。

仙台・宮城 会津
※1

■東北 MaaS チケット（全エリア共通のチケット）

全エリア

・レストラン、土産物店、観光施設など 8 エリア 170 あまりの施設でご利用いただける１枚 500 円の
電子チケットです。オンデマンド交通や便利な交通チケットと組み合わせ、郷土料理など各地域の
味わいや温泉での日帰り入浴など、東北各地の魅力を幅広くお楽しみいただけます。

・各種チケットをお求めの際のお支払いは、クレジットカードのほか「モバイル Suica」のチャージで
そ
の
他

も可能です。また、
「東北 MaaS チケット」のお求めには、４月下旬より「JRE POINT」もご利用いた
だける予定です。

・株式会社ドコモ・インサイトマーケティングの「モバイル空間統計®人口マップ」※2 との連携により、
「TOHOKU MaaS」で提供する観光マップ上において、観光スポット情報とあわせて周辺のおおよその
混雑情報をご覧いただくことができます。

※1：予約制高速バスと定期観光バスの予約・決済サービスは、現在準備中です。サービス開始日はサイト上でお知らせします。
※2：「モバイル空間統計®」は、NTT ドコモの登録商標です。

５

数値目標
東北における観光型 MaaS の本格導入となる今回のサービスでは、以下の数値目標を掲げてその
達成を目指すとともに、今後の社会実装に資するデータや知見を蓄積してまいります。

６

①新規会員登録者数

30,000 人

②交通電子チケットの販売枚数

30,000 枚

③アクティビティ電子チケットの販売枚数

30,000 枚

「東北を旅して Suica でお買いものキャンペーン」の実施について
「TOHOKU MaaS」のサイトから、東北 DC にあわせて実施する「東北を旅し
て Suica でお買いものキャンペーン」にエントリーすることができます。
（１）名称
「東北を旅して Suica でお買いものキャンペーン」
（２）期間
2021 年 4 月 1 日（木）から 9 月 30 日（木）まで
（３）内容

＜「東北の味どっさり賞」イメージ＞
※各県ごとの産品の詰め合わせとなります。
画像と実際の賞品内容は異なります。賞品の内容は選べません。

キャンペーン期間中、エントリーした Suica 等交通系電子マネーで、3 箇所以上の対象店舗な
どで 1 回 700 円以上(税込)の決済をしたお客さまのなかから抽選で賞品をプレゼントします。
（４）賞品
東北の味どっさり賞…東北 6 県の特産品詰め合わせ 総計 180 名様
Ｗチャンス賞…JRE POINT 3,000 ポイント

総計 600 名様

※Ｗチャンス賞は JRE POINT に WEB 登録した Suica でエントリーし、本賞に当選しなかったお客さまが対象です。

（５）対象となる交通系 IC カード
Suica、PASMO、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん
※PiTaPa は対象外です。
※「モバイル Suica」以外の交通系 IC カードは、
「TOHOKU MaaS」の有料サービスの決済にご利用いただくこ
とはできません。

（６）エントリー方法
「TOHOKU MaaS」のサイトにて、お使いの Suica 等交通系電子マネーの ID 番号をご登録いた
だきます。
（７）キャンペーンサイト
このキャンペーンについて、詳しくはキャンペーンサイトでご確認ください。
キャンペーンサイトは 3 月下旬オープン予定です。
＜キャンペーンサイトはこちら＞

７

その他
・ ご旅行に限らず、お住まいの皆さまが日ごろのお出かけや生活にもお使いいただけるメニューを
ご用意いたしておりますので、ぜひこの機会に「TOHOKU MaaS」をご利用ください。
・ 東北 DC 期間に展開する「TOHOKU MaaS」を通じて得られる知見をもとに、DC 終了後にサービスな
どのブラッシュアップを行い、東北地方における継続的な MaaS サービスを展開する予定です。

【別紙】

６県８エリアでご提供するサービス詳細
・この資料に記載の内容は、２０２１年３月現在のものです。
・一部、提供期間が異なるサービスがあります。
・今後内容が追加・変更となる場合があります。
青森県（青森・弘前エリア）…………………… ２
弘前オンデマンド交通…………………………… ３
秋田県（秋田・男鹿および角館エリア）……… ４
角館オンデマンド交通…………………………… ５
岩手県（一関・平泉エリア）…………………… ６
一関オンデマンド交通…………………………… ７
宮城県（仙台・宮城エリア）…………………… ８
秋保オンデマンド交通…………………………… ９
山形県（置賜および庄内エリア）………………10
福島県（会津エリア）……………………………11
電子チケットの使い方について（イメージ）…12
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青森県（青森・弘前エリア）
記載の内容は２０２１年３月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

限定
青森・弘前フリーパス（ベーシック／セミワイド）

［交通チケット］
・JR線やバス等の「フリーパスタイプ」のチケット
・高速バス（※）・空港連絡バスチケット
・弘前エリアでのオンデマンド交通
・駅レンタカー予約
・レンタサイクルの予約（※）

下記区間が２日間乗り放題のフリーパスタイプチケット
【ベーシック】
JR奥羽本線（青森～弘前）＋弘南バス（市内100円循環）
【セミワイド】
JR奥羽本線（青森～大鰐温泉）＋弘南バス（市内100円循
環、弘前～岳温泉前、弘前～西目屋村役場前）＋青森観光
バス（ねぶたん号）

青森わんどのグルメ

東北MaaSチケットで利用する、青森駅ビ
ル「ラビナ」、A－FACTORY、新青森駅
「旬味館」で利用できる飲食等の企画

［飲食・施設入場・アクティビティなど］
・駅から観タクン(タクシー観光プラン)(※)

オンデマンド交通
（弘前エリア）

・観光施設入館チケット（※）

青森

・「東北MaaSチケット」で楽しむグルメ等企画

（青森わんどのグルメ／オンデマンド交通で巡る弘前）

青森・八戸・十和田湖フリーきっぷ

青森・八戸と十和田湖を結ぶJRバス東北
の「みずうみ号」「おいらせ号」が２日
間乗り放題のチケット

駅から観タクン※

［その他］

弘前駅発（１コース）のチケット

弘前

・「ネットでエキナカ」との連携による
お土産品のネット注文・駅受取サービス

八戸

オンデマンド交通で巡る弘前

(※印のサービスは、追って提供予定です）

東北MaaSチケットで利用する、弘前オン
デマンド交通で巡れる施設で利用できる
飲食等の企画

サイクルネットHIROSAKI※

弘前エリアのレンタサイクル

施設入館チケット

JR線フリーパス
バス・他社線フリーパス

東北MaaSチケット

高速・路線バス

その他

オンデマンド交通

限定

MaaS限定チケット

ネットでエキナカ

青森のお土産をネットで注文し、自宅で
も新青森駅でも受け取れる「ネットでエ
キナカ」サービス

高速バス・空港連絡バス

・弘前～仙台（予約制※）
・青森～青森空港
・弘前～青森空港

ひろさきまるごと観光クーポン※

弘前市内の主要観光施設の入館券と対
象店舗で利用できる1,000円のクーポン

シードルツーリズム※

東北MaaSチケットで利用する、シードル
工房巡り（工場見学、試飲）の体験企画

駅レンタカー

弘前・八戸・新青森・青森・七戸十和田
・下北駅発のレンタカーを特別価格で予約

仙台
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弘前オンデマンド交通
□運行時間
8：30～17：30
□予約受付
当日8：00～17：00
□運 賃
1人１回 300円
（おとな・こども同額）
□乗降ポイント
47箇所

※地図は略図です。
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秋田県（秋田・男鹿および角館エリア）
記載の内容は２０２１年３月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

限定

［交通チケット］

秋田・男鹿フリーパス
JR男鹿線（秋田～男鹿）＋中心市街地循

・JR線やバス等の「フリーパスタイプ」のチケット
・高速バス（※）・空港連絡バスチケット
・角館エリアでのオンデマンド交通
・駅レンタカー予約

環バス「ぐるる」が２日間乗り放題のフ
リーパス

施設入館チケット

・男鹿水族館GAO
・寒風山回転展望台
・なまはげ館
・男鹿真山伝承館
・大龍寺

中心市街地循環バスぐるるフリーパス

中心市街地循環バス「ぐるる」の１日乗車券

秋田うまいものグルメ

東北MaaSチケットで利用する、秋田駅ビ
ル「トピコ」で展開する飲食企画

［飲食・施設入場・アクティビティなど］
・駅から観タクン（タクシー観光プラン）

みるかネット・くるりん周遊パス

・みるかネット・くるりん周遊パス
・観光施設入館チケット（男鹿エリア）

秋田市内の観光施設（９施設）を各１回
観覧できる観光周遊パス

男鹿

・「東北MaaSチケット」で楽しむグルメ等企画

（秋田うまいものグルメ／オンデマンド交通で巡る角館）

「なまはげシャトルバス」の２日
間フリーパス

・「ネットでエキナカ」との連携による
お土産品のネット注文・駅受取サービス

駅から観タクン

男鹿駅発（１コース）のチケット

本荘

(※印のサービスは、追って提供予定です）

秋田・大曲・田沢湖駅発のレンタカーを特
別価格で予約

ネットでエキナカ

なまはげシャトルバス

［その他］

駅レンタカー

秋田
角館

秋田のお土産をネットで注文し、自宅で
も秋田駅でも受け取れる「ネットでエキ
ナカ」サービス

オンデマンド交通
（角館エリア）

オンデマンド交通で巡る角館

東北MaaSチケットで利用する、角館オン
デマンド交通で巡れる施設で展開する飲
食等の企画

高速バス・空港連絡バス

JR線フリーパス

施設入館チケット

バス・他社線フリーパス

東北MaaSチケット

高速・路線バス

その他

オンデマンド交通

限定

MaaS限定チケット

・秋田～仙台（予約制※）
・本荘～仙台（予約制※）
・秋田～秋田空港

仙台
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角館オンデマンド交通
□運行時間
8：30～17：30
□予約受付
当日8：00～17：00
□運 賃
1人１回 300円
（おとな・こども同額）
□乗降ポイント
39箇所
※地図は略図です。
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岩手県（一関・平泉エリア）
記載の内容は２０２１年３月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

［交通チケット］
・巡回バスや路線バスの「フリーパスタイプ」のチケット(※)
・高速バス (予約制※・定員制)チケット
・一関エリアでのオンデマンド交通
・駅レンタカー予約
・レンタサイクル予約
(※バスフリーパスは、バス会社の販売期間に合わせて提供します。
また、予約制の高速バスは追って提供予定です。）

駅レンタカー

盛岡・一ノ関・北上・釜石駅発のレンタ
カーを特別価格で予約

おでんせ！グルメdeモリオカ

東北MaaSチケットで利用する、盛岡
駅ビル「フェザン」、ホテルメトロポ
リタン盛岡本館・NEW WINGで展開
する飲食企画

［飲食・施設入場・アクティビティなど］

盛岡

・「東北MaaSチケット」で楽しむグルメ等企画

（もち食！いただきMaaS／オンデマンド交通で巡る一関／
おでんせ！グルメdeモリオカ）

・一ノ関駅

スワローツアー平泉
レンタサイクル予約・貸出サービス

平泉駅前のレンタサイクルが予約できる
サービス

平泉巡回バス『るんるん』
１日フリー乗車券(※)

平泉巡回バス『るんるん』の
1日フリーパス

オンデマンド交通
（一関エリア）

一関×平泉 Oneday Bus Passport

駅弁予約・受取サービス

(※)

岩手県交通が運行する一関・平泉エリア内
路線バスの１日フリーパス

オンデマンド交通で巡る一関

［その他］
・「ネットでエキナカ」との連携による
お土産品のネット注文・駅受取サービス

東北MaaSチケットで利用する、一関
オンデマンド交通で巡れる施設で展開
する飲食等の企画

もち食！いただきMaaS

平泉

大船渡

東北MaaSチケットで利用する、各店舗
オリジナルの「特別もちメニュー」な
どを味わえる飲食等の企画

一関

高速バス

バス・他社線フリーパス

東北MaaSチケット

高速・路線バス

その他

オンデマンド交通

ネットでエキナカ

岩手のお土産をネットで注文し、自宅でも
盛岡駅・一ノ関駅でも受け取れる「ネット
でエキナカ」サービス

・平泉～仙台（定員制）
・一関～仙台（定員制）
・盛岡～仙台（定員制）
・大船渡～仙台（予約制※）

斎藤松月堂
駅弁予約・受取サービス

駅弁・特製弁当を予約購入し、一ノ関駅
で受け取ることができるチケット

仙台

6

一関オンデマンド交通

□運行時間
8：30～17：30

※地図は略図です。

□予約受付
当日8：00～17：00
□運 賃
1人１回

500円

（おとな・こども同額）

□乗降ポイント
44箇所
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宮城県（仙台・宮城エリア）
記載の内容は２０２１年３月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

［交通チケット］
・JR線や他社線、バス等の「フリーパスタイプ」の
チケット
本荘
・高速バス(予約制※・定員制)・定期観光バス(※)チケット
・秋保エリアでのオンデマンド交通
・駅レンタカー予約

・駅から観タクン（タクシー観光プラン）

加美

仙台まるごとパス

古川

石巻駅発（３コース）のチケット

仙台

上山

会津若松

バス・他社線フリーパス

東北MaaSチケット
その他
MaaS限定チケット

駅レンタカー

仙台・白石蔵王・古川・くりこま高原・
石巻駅発のレンタカーを特別価格で予約

宮城・地酒と食の伊達なマリアージュ

遠刈田
ネットでエキナカ

施設入館チケット

松島

石巻

仙台駅コインロッカー予約

米沢

JR線フリーパス

循環バス「るーぷる仙台」または
「るーぷる仙台」と地下鉄が１日乗り
放題のフリーパス

駅から観タクン

秋保

宮城のお土産をネットで注文し、自宅でも
仙台駅でも受け取れる「ネットでエキナ
カ」サービス

限定

るーぷる仙台一日乗車券

とよま

山形

(※のサービスは、追って提供予定です）

高速・路線バス

限定 仙台まるごとパスワイド
指定区間内のJR線・他社鉄道線・地
下鉄・バス路線が２日間乗り放題のフ
リーパス

登米

秋保温泉グルメ＆体験※

・「ネットでエキナカ」との連携による
お土産品のネット注文・駅受取サービス
・仙台駅コインロッカー予約

オンデマンド交通

鳴子

東北MaaSチケットで利用する、秋保オン
デマンド交通で巡れる施設で利用できる
飲食・体験等の企画

［その他］

気仙沼
施設入館チケット

（秋保エリア）

（宮城・地酒と食の伊達なマリアージュ／
みやぎ寿司海道グルメ／秋保温泉グルメ＆体験(※)）

大船渡

・石ノ森萬画館
・氷の水族館＆シャークミュージアム

オンデマンド交通

・観光施設入館チケット
・「東北MaaSチケット」で楽しむ
グルメ等企画

平泉
一関

鶴岡・酒田

［飲食・施設入場・アクティビティなど］

盛岡

弘前

秋田

定期観光バス※

・仙台お散歩号（予約制）
・松島お散歩号（予約制）

福島
郡山

予約制高速バス※

・仙台～弘前
・仙台～秋田
・仙台～大船渡・気仙沼
・仙台～鶴岡・酒田・本荘

東北MaaSチケットで利用する、仙台駅ビルや仙台市内
の対象店舗で料理と日本酒をペアリングしたメニュー
を楽しむ飲食企画

みやぎ寿司海道グルメ

東北MaaSチケットで利用する、塩竈の「みやぎ寿司
海道」参画店舗で特別メニューを楽しむ飲食企画

定員制高速バス・空港連絡バス

・仙台～南三陸・気仙沼
・仙台～蔵王・遠刈田
・仙台～石巻
・仙台～佐沼
・仙台～一迫・金成
・仙台～山形
・仙台～米沢
・仙台～郡山・須賀川
・仙台～平泉・一関

・仙台～鳴子
・仙台～古川
・仙台～加美
・仙台～とよま
・仙台～仙台空港
・仙台～上山
・仙台～福島
・仙台～会津若松
・仙台～盛岡

秋保オンデマンド交通

□運行時間
8：30～17：30
□予約受付
当日8：00～17：00
□運 賃
1人１回 500円
（おとな・こども同額）
□乗降ポイント
44箇所
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山形県（置賜および庄内エリア）
記載の内容は２０２１年３月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

［交通チケット］

本荘

限定

酒田るんるんバス
・JR線や他社線、バス等の
酒田市内を巡回する路線バス
「フリーパスタイプ」のチケット
・高速バス(予約制※・定員制)・路線バスチケット
酒田
・駅レンタカー予約
・米沢ワンコインタクシー（※）

限定

・駅から観タクン（タクシー観光プラン）
・観光施設入館チケット
・最上川舟下りチケット
・「東北MaaSチケット」で楽しむ
グルメ等企画
（米沢グルメ企画（２種類※）／
庄内観光物産館グルメ企画）

新庄

・「ネットでエキナカ」との連携による
お土産品のネット注文・駅受取サービス
(※印のサービスは、追って提供予定です）

予約制高速バス※

つるおか１日乗り放題券（３種類）

定員制高速バス

指定区間内の庄内交通の路線バスを
１日乗車できるフリーパス

・山形～鶴岡・酒田
・山形～仙台
・上山～仙台
・米沢～仙台

庄内観光物産館グルメ

東北MaaSチケットで利用する、庄内グ
ルメ（2店舗）を楽しむ飲食企画

山形

駅から観タクン

山形・米沢・赤湯・かみのやま温泉・天
童・さくらんぼ東根・村山・新庄駅発の
レンタカーを特別価格で予約

・山形～蔵王温泉

蔵王

やまがた１日乗車券

東北MaaSチケット

高速・路線バス

その他
MaaS限定チケット

仙台
米沢乗るパス

米沢

バス・他社線フリーパス

限定

上山

特定区間内の山交バスの路線バスを１日
乗車できるフリーパス

限定

空港連絡バス

・鶴岡・酒田～庄内空港

路線バス

かみのやま温泉駅、天童駅、さくらんぼ
東根駅、大石田駅、新庄駅、鶴岡駅発
（計14コース）のチケット

施設入館チケット

JR線フリーパス

最上川芭蕉ライン 舟下り

最上川舟下りのチケット

・仙台～鶴岡・酒田・本荘

駅レンタカー

［その他］

庄内・最上川パス

酒田・鶴岡～（羽越本線）～余目～（陸
羽西線）～新庄のJR線普通列車が２日間
乗り放題のフリーパス

鶴岡

［飲食・施設入場・アクティビティなど］

庄内共通周遊とくとくパス

鶴岡・酒田市内の観光施設（８施設）の
共通入館券

米沢赤湯回廊パス

指定区間内のJR線（米沢～今泉、中川～
峠）、山形鉄道、山交バスを１日または
２日間乗車できるフリーパス

ネットでエキナカ

山形のお土産をネットで注文し、自宅で
も山形駅・米沢駅でも受け取れる「ネッ
トでエキナカ」サービス

米沢市内の路線バスを１日乗車できるフ
リーパス

米沢観るパス

米沢市内の観光施設（6施設）の共通入館
券

米沢グルメ企画（２種類※）

東北MaaSチケットで利用する、米沢のグ
ルメを堪能できる飲食企画

ワンコインタクシー（※）

米沢駅～道の駅米沢間に限り、500円で
タクシーを利用できるサービス

福島県（会津エリア）
記載の内容は２０２１年３月現在のものです。内容が変更となる場合があります。

［交通チケット］
・JR線や他社線、バス等の「フリーパスタイプ」
のチケット

仙台

河京 会津・喜多方グルメ
「原瀧」 日帰り入浴（東山温泉）
「道の駅 会津柳津」レンタサイクル

東北MaaSチケットで利用する、飲食・入
植・レンタサイクルの各サービス

・高速バス・定期観光バス(※)チケット
・駅レンタカー予約

まちなか周遊バス一日フリー乗車券

［飲食・施設入場・アクティビティなど］
・観光施設入館チケット

会津若松市内のまちなか周遊バス「ハイ
カラさん」「あかべぇ」が１日乗り放題
のフリーパス

・「東北MaaSチケット」で楽しむグルメ・体験企画

（河京会津・喜多方グルメ／東山温泉「原瀧」日帰り入浴／
「道の駅 会津柳津」レンタサイクル）

猪苗代

［その他］

会津若松

・「ネットでエキナカ」との連携による
お土産品のネット注文・駅受取サービス
(※定期観光バスは追って提供予定です）

施設入館チケット

・鶴ヶ城
・御薬園
・会津武家屋敷

ネットでエキナカ

福島のお土産をネットで注文し、自宅で
も会津若松駅・郡山駅でも受け取れる
「ネットでエキナカ」サービス

JR線フリーパス

施設入館チケット

バス・他社線フリーパス

東北MaaSチケット

高速・路線バス

その他

福島

喜多方

駅レンタカー

新白河・郡山・福島・会津若松駅発のレン
タカーを特別価格で予約

郡山

会津ぐるっとカード

指定区間のJR線、会津バスの一部路線、
「ハイカラさん」「あかべぇ」、会津鉄
道、磐梯東都バスが２日間乗り放題のフ
リーパス

定員制高速バス

・福島～仙台
・郡山・須賀川～仙台
・会津若松～仙台
・会津若松～郡山
・会津若松～福島
・喜多方～郡山

定期観光バス※

・鶴ヶ城と大内宿（予約制）
・奥会津ぶらり旅(予約制)
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電子チケットの使い方について（イメージ）
オンデマンド交通

チケットを購入し
予約を入れる

共通チケット
「東北MaaSチケット」

蕎麦処 ●●庵

乗車の際は、スマホ上の
チケットを見せて、画面
のボタンを押すだけ！

興味のある店舗や専用メ
ニューを確認いただき、
チケットを購入する

※画面はイメージです

チケット利用時は、店舗ごとに設定さ
れている６桁の番号を入力するだけ！

TICKET

※画面はイメージです
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