
 

  

 

2 0 2 1 年 1 1 月 2 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

東北エリアの観光活性化に向けて、 

「TOHOKU MaaS」を再スタートします！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
１ サービス名称・ロゴ    
               

  

 
 

（読み：とうほくまーす） 
 

２ 実施期間 

  2021年 11月 2日から 2022年 3月 31日まで 

 

※「よぶのる一関」（一関オンデマンド交通）は、 

2021年 10月 1日から運行しています。 

 

３ サービス提供エリア 

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 

 

ＪＲ東日本では、本年 4月 1日から 9月 30日まで開催された「東北デスティネーションキャンペー

ン」において、各地の自治体や交通・観光事業者などのご協力のもと、東北 6県・8つのエリアで

「TOHOKU MaaS」を実施し、電子チケットを使ったお出かけを多くの方にご体感いただきました。 

このたび東北 6県の観光を活性化するとともに、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すべく、2021年 11月 2日より「TOHOKU MaaS」を再スタートします。 

「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ことで、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。 

今後、取扱チケットを順次増やしてまいります。秋冬の東北へのお出かけには「TOHOKU MaaS」を 

ぜひご利用ください。 

アクセスはこちらから トップページ 



４ 主な提供サービス（【別紙】とあわせてご覧ください） 

これまでと同様、Webサービスによりスマートフォン上で以下のサービスをご提供します。 

…エリア毎に設定されるサービス 

 

お 

出 

か 

け 

前 

に 

観光スポット情報や、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                            

・ 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  

・ 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。 

移 

動 

を 

便 

利 

に 

■オンデマンド交通「よぶのる一関」の予約・決済  
                       

・ 10 月 1 日から運行中のオンデマンド交通「よぶのる一関」において、乗車予約・決済をサイト上

で行えます。運行エリア内はどこでも乗降できるフルデマンド方式で、観光・生活の足として「行き

たいときに行きたいところへ行ける」交通手段を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 

■予約制高速バスの予約・決済 

・ 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。 

■駅レンタカーの予約（東北 6県 27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 
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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、一部提供期間などが異なるものがあります。 
 

■観光チケット（観光施設入場券など） 

・ 各種観光施設入場券などの手配ができます。 

■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。 

■東北 MaaSチケット（全エリア共通のチケット） 

 ・ レストラン、土産物店、観光施設などでご利用いただける１枚 500 円の電子チケットです。交通

チケットや「よぶのる一関」などと組み合わせ、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。 

そ

の

他 

・ 各種チケットのお支払いには、クレジットカードのほか「モバイル Suica」のチャージも利用でき

ます。また、「東北 MaaSチケット」のお求めには「JRE POINT」も利用できます。 

・ 「よぶのる一関」は、電話予約と車内での現金・交通系 ICカードによるお支払いも利用できます。 

・ 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」※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。 

※「モバイル空間統計®」は、NTTドコモの登録商標です。 

５ その他 

・ ご旅行に限らず、地域にお住まいの皆さまが日ごろのお出かけにもお使いいただけるメニューを

ご用意しておりますので、ぜひこの機会に「TOHOKU MaaS」をご利用ください。 

 



 

施設入館チケット 

石ノ森萬画館（石巻）

駅レンタカー予約 
東北 6 県の下記の営業所発の駅レンタカー
を特別価格で予約 
青森・新青森・弘前(12/31 まで)・八戸・ 

秋田・大曲・田沢湖・盛岡・北上・一ノ関 
・山形・新庄・さくらんぼ東根・村山・天
童・かみのやま温泉・赤湯・米沢・仙台・ 

くりこま高原・古川・石巻・白石蔵王・ 
福島・郡山・会津若松・新白河 

弘前 

青森・弘前フリーパス（ベーシック） 
青森・弘前フリーパス（セミワイド） 

下記区間が２日間乗り放題のフリーパス。 
（11/30 販売開始） 

【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)

＋青森観光バス(ねぶたん号) 
 

 

青森 

一関 

角館 

秋田 

仙台 
石巻 

大船渡 

上山 

米沢 

酒田 

本荘 

福島 

郡山 

喜多方 

鶴岡 

新庄 

山形 

蔵王温泉 

鷹巣 

遠刈田 

とよま 

登米 

古川 
鳴子 

仙台空港 

秋田空港 

限定 

秋田内陸ワンデーパス（全線タイプ）   
秋田内陸縦貫鉄道全線に１日乗り放題の
フリーパス（11 月中旬販売開始） 

大衡・加美 

一迫・金成 

やまがた１日乗車券   
特定区間内の山交バスの路線バスを１日
乗り放題のフリーパス 

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」に１日乗り放題
のフリーパス※11/28 まで運行 

オンデマンド交通「よぶのる一関」 
「行きたいときに行きたいところへ」 
予約に応じて運行する乗合交通 

高速バス・路線バスなど 
・青森～仙台（予約制） 

・弘前～仙台（予約制） 
・青森～盛岡       ・弘前～盛岡 
・青森～青森空港   ・弘前～青森空港 

高速バス・路線バスなど 
・秋田～仙台（予約制） 

・本荘～仙台（予約制） 
・秋田～秋田空港 

高速バス・空港連絡バスなど 
・大船渡～気仙沼～仙台（予約制） 
・盛岡～仙台     ・一関～仙台 

高速バス・路線バスなど 
・酒田～鶴岡～仙台（予約制） 
・酒田～鶴岡～山形  ・酒田～庄内空港 
・鶴岡～庄内空港   ・山形～蔵王温泉 
・酒田るんるんバス  ・山形～仙台 
・上山～仙台     ・米沢～仙台 

高速バス・路線バスなど 
・会津若松～郡山 ・会津若松～福島 
・会津若松～仙台 ・喜多方～郡山   
・福島～仙台   ・郡山・須賀川～仙台 
・会津若松～仙台  

高速バス・路線バスなど 
・仙台～南三陸・気仙沼 ・仙台～鳴子 
・仙台～蔵王・遠刈田  ・仙台～古川 

・仙台～石巻      ・仙台～加美 
・仙台～大衡      ・仙台～佐沼 
・仙台～とよま      

・ ・

定期観光バス 
・仙台お散歩号（予約制） 
・松島お散歩号（予約制） 

・絶景の蔵王樹氷号(予約制・1/8～運行) 

庄内共通周遊とくとくパス 
鶴岡・酒田市内の観光施設（６施設）の 

共通入館券（11 月中旬販売開始） 

気仙沼 

よくバル（米沢） 
東北MaaS チケットで利用する米沢の個性
的な飲食店をめぐるイベント 

(11/19 ～ 12/31) 

たのしい・おいしい弘前 
東北MaaS チケットで利用する、弘前での
グルメやお買い物を楽しむイベント 

たのしい・おいしい角館 
東北MaaS チケットで利用する、角館での
グルメやお買い物を楽しむイベント 

たのしい・おいしい一関 
東北 MaaS チケットで利用する、一関のグ
ルメ・温泉やお買い物を楽しむイベント 盛岡 

【別紙】 

で 

冬の東北を楽しもう！ 

青森空港 

平泉 

庄内観光物産館グルメ 
東北MaaS チケットで利用する、庄内観光物
産館（鶴岡）でのグルメを楽しむイベント 

（11 月中旬スタート） 

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 

つるおか１日乗り放題券（3 種類）   
指定区間内の庄内交通の路線バスを１日
乗り放題のフリーパス 

会津若松 

記載の内容は 2021 年 11 月 2 日現在のものです。 

チケット類は随時追加・改廃が行われ、内容が変更となる場合があります。 

画像・イラストはイメージです。 

最上峡芭蕉ライン 舟下り 
最上川をゆったり下る舟下りの予約チケット 

（11 月中旬販売開始） 

限定 

限定 

まちなか周遊バス１日フリー乗車券   
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 

南三陸 

施設入館チケット 
男鹿水族館 GAO (11 月中旬販売開始)
なまはげ館  （11 月中旬販売開始） 

施設入館チケット 

・会津武家屋敷入場チケット 
(11 月中旬販売開始)

庄内空港 

河京 会津・喜多方グルメ 
東山温泉 日帰り入浴 

東北 MaaS チケットで利用する、会津のラ
ーメン・スイーツと温泉を楽しむイベント 

（11 月中旬スタート） 




