2020 年 10 月 16 日
宮崎県における MaaS 実証実験実行委員会
事務局：九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社
宮交ホールディングス株式会社

「私の楽しいに一直線

宮崎を自在に、おトクに」

11 月 6 日より宮崎県で MaaS の実証実験を実施します。
宮崎県における MaaS 実証実験実行委員会（委員長：原田和紀 宮交ホールディングス株式会社経営企
画部副部長）は、以下の通り宮崎県宮崎市・日南市及びその近郊での MaaS の実証実験を実施いたします。
本実証実験においては、トヨタ自動車・トヨタファイナンシャルサービスが開発・提供する「my route
（マイルート）
」を使用して、多様な交通モードによるシームレスな交通サービスの実現、商業・観光施
設と連携した来街促進と回遊性の向上に取り組み、宮崎の地域活性化を目指します
※MaaS（マース）
：Mobility as a Service の略。スマートフォンなどで出発地から目的までの地図情報の他、複数の交通
手段（バス・鉄道・タクシー・レンタカー・シェアサイクルなど）を組み合わせた最適な経路表示、加えて予約や運賃決
済まで統合された「移動サービス」を提供するもの。

１．実施主体 宮崎県における MaaS 実証実験実行委員会（委員会構成は別紙１）
２．実証実験の実施内容
（1）期間 2020 年 11 月 6 日（金）～2021 年 3 月 12 日（金）予定
（2）実施内容
①実施エリア 宮崎県宮崎市・日南市及びその近郊
②使用する MaaS アプリ

「my route（マイルート）
」

※トヨタ自動車・トヨタファイナンシャルサービスが開発・提供するマルチモーダルモビリティサ
ービス。福岡・北九州エリア、神奈川県横浜市、熊本県水俣市でサービス展開中。
③官民が連携した取り組み
本実証実験は、国土交通省による、地域の課題解決に資する MaaS のモデル構築を図ることを目
的とした令和 2 年度「日本版 MaaS 推進・支援事業」に選定されました。
（全国で 38 事業が選定）
国土交通省と宮崎県・宮崎市・日南市からのご支援を受け、官民が一体となった取り組みとして、
本実証実験を実施いたします。
（3）
「my route」による提供サービス
MaaS アプリ「my route」の、
「多様な交通機関を含めた複合的なルート検索」や「チケット予約・決
済サービス」に加え、
「商業・観光施設との連携」
、
「ショッピング・観光などの地域情報の提供」な
ど、
「モビリティサービス」と「生活サービス・観光」を組み合わせた、様々なコンテンツを提供し
ます。

①マルチモーダルルート検索
公共交通（航空機・鉄道・バス・タクシー）と多様なモビリティ（シェアサイクル・レンタカー・
カーシェア・タクシー・徒歩など）を利用する、マルチモードなルート検索が可能になります。
②各交通機関のインターネット予約サービス連携
「my route」と各社のインターネット予約サービスが連携し、ルート検索の結果から各予約サービ
スが利用できます。
「各地から宮崎へ」、
「宮崎から各地へ」のお出かけ・ご旅行にも、便利に利用
できます。
＜「my route」と連携する各社予約サービス＞
■「ANA 国内線航空券予約」
「ANA トラベラーズ ダイナミックパッケージ予約」
■「JR 九州インターネット列車予約」
：在来線特急・九州新幹線・高速バス B&S みやざき
■「ハイウェイバスドットコム」：宮崎交通・西鉄等が運行する高速バス
※「ハイウェイバスドットコム」は、京王電鉄バスが運営する高速バス予約サービスです。
※各サービス内での利用登録・決済が必要です。
③デジタルチケット発売（決済）
鉄道やバスのおトクなデジタルチケットや、観光施設の入場券のデジタルチケットを「my route」
で発売します。
（商品内容は別紙２）
これまで窓口でしか購入できなかったおトクなきっぷが、思い立った時にお持ちのスマートフォ
ンの「my route」で購入できるようになり、鉄道・バスが便利におトクに利用できます。
一部のデジタルチケットでは、商業・観光施設で特典が受けられるデジタルクーポン（特典施設は
「my route」アプリ内でご案内）や、アミュプラザみやざきの商品券がセットされ、ショッピング
や観光の利用が更におトクになります。
デジタルチケットは、クレジットカードや TOYOTA wallet など多彩な決済手段で購入できます。
④マルチモーダルサービス連携
「my route」のルート検索結果から、鉄道・バスなどの公共交通に加えて、多様な移動サービスの
利用が可能になります。様々なモビリティを組み合わせたマルチモーダルな移動が実現します。
■タクシー（タクシー配車アプリ「JapanTaxi」連携）
・
「JapanTaxi」の配車サービスと連携し、宮交タクシーなどのタクシーを予約・利用できます。
■シェアサイクル（
「PiPPA」
：宮崎交通が運営）
・宮崎市内で展開するシェアサイクル「PiPPA」を利用できます。
■カーシェア（
「トヨタシェア」
：宮崎トヨタ自動車が運営）
・
「トヨタシェア」の予約・利用ができます。
・既存のカーシェアステーションに加えて、宮崎・南宮崎・青島・飫肥・日南・油津・南郷の
各駅にカーシェアステーションを新たに設置します。
（期間中に順次設置）
・トヨタ自動車（株）が開発する超小型 EV も利用いただける予定です。
詳細は、決定後改めて「my route」のアプリ内などでお知らせします。
■レンタカー（
「トヨタレンタカー」
：宮崎トヨタ自動車が運営）
・
「トヨタレンタカー」の予約・利用ができます。

⑤JR 九州線・宮崎交通バス運行情報提供
「my route」のルート検索結果から、列車・バスの運行情報を確認できます。
■JR 九州 列車運行情報（運転見合わせ・遅延情報）
■宮崎交通 バス運行位置情報（バスロケーションシステムとの連携 ※12 月頃を予定）
⑥地域の店舗・観光施設・イベント情報の提供
お出かけや観光に役立つ情報を、様々な情報サイトと連携して「my route」上で提供します。
また、
「特集ページ」も開設し、地元企業（宮崎交通・宮崎トヨタ自動車・JR 九州）の社員が自
らの足で集めた、出かけたくなる「地元ならでは」の耳より情報を提供します。
「モビリティ」と「移動目的」の連携で、街の回遊性・観光の利便性の向上を目指します。
＜提供情報のカテゴリー＞
■観る・遊ぶ・食べる・買う＋特集ページ
＜「特集ページ」コンテンツ（予定）＞
■お得なデジタルチケットのご紹介
■地元のおすすめグルメ・観光地 8 選
■アウトドア体験コース
■宮崎・日南の観光コース
■アミュプラザみやざき情報
実証実験開始後も地域内外の皆様へ魅力的な情報を充実させていきます。
３．アプリのダウンロード方法・サービス内容の詳細
「my route」のダウンロード方法や、宮崎でのサービス内容の詳細については、以下の URL をご参
照ください。
(1) 全国で展開中の「my route」に関する情報
「my route fun」

https://www.myroute.fun/

(2) 宮崎・日南エリアでのサービス内容
https://www.jrkyushu.co.jp/maas/miyazaki/
(3) アプリダウンロード
Andoroid

iOS

（別紙１）宮崎県における MaaS 実証実験実行委員会構成

委員長
宮交ホールディングス株式会社
副委員長 九州旅客鉄道株式会社
構成事業者・団体
＜交通事業者など＞
宮崎交通株式会社
宮交タクシー株式会社
西日本鉄道株式会社
全日本空輸株式会社
トヨタ自動車株式会社
宮崎トヨタ自動車株式会社
株式会社オーシャンブルースマート
＜自治体＞
宮崎県
宮崎市
日南市
＜観光団体＞
宮崎県観光協会
宮崎市観光協会
日南市観光協会
＜アドバイザー＞
国土交通省（九州運輸局・宮崎運輸支局・宮崎河川国道事務所）
宮崎大学
東急株式会社

（別紙２） 発売するデジタルチケットの概要
価格

対象区間

券種

チケット有効期間

【JR九州・宮崎交通バス】
JR＆宮交バス「⽇南１デーフリーパス」
（フリー型）

【JR】⽇豊線 宮崎～南宮崎、⽇南線 南宮崎～
2,000円（こども1,000円）
南郷、宮崎空港線 田吉～宮崎空港
商業・観光施設で特典が受けられるデジタルクーポン付 １⽇
【宮交】宮崎駅～油津～飫肥、飫肥～幸島入
き
口、⽇南（ひな）めぐり号

【JR九州・宮崎交通バス】
JR＆宮交バス「お買物デジタルきっぷ」
(フリー型)

【JR】⽇豊線 佐土原～田野、⽇南線 南宮崎～
1,500円（こども1,170円）
青島、宮崎空港線 田吉～宮崎空港
（アミュプラザみやざき商品券1,000円付き）
【宮交】宮崎駅～山形屋前・カリーノ宮崎前

【JR九州】
宮崎～宮崎空港片道デジタルきっぷ
（使い切り型）

宮崎～宮崎空港

【宮崎交通バス】
スーパーワンコインパス

宮崎都市圏

【宮崎交通バス】
1⽇乗り放題乗車券

宮崎県全域

【宮崎交通バス】
お買物券付き1⽇乗り放題乗車券

宮崎県全域

【宮崎交通バス】
区間乗車券（使い切り型）
【観光施設】
サンメッセ⽇南入場券

１⽇

発売開始時期

11月6⽇

11月20⽇

1回限り
（利用開始から2時
間以内）

11月6⽇

１⽇
土⽇祝⽇と
12/30～1/3のみ

11月6⽇

１⽇

11月6⽇

1,500円
（アミュプラザみやざき商品券1,000円付き）
※宮崎県の補助金適用期間後は2,000円で発売

１⽇

11月20⽇

宮崎空港～デパート前、宮崎駅～橘通3丁目

宮崎空港～デパート前：420円
宮崎駅～橘通3丁目：170円

1回限り
（利用開始から1時
間以内）

11月6⽇

サンメッセ⽇南入場券

大人800円、中学生500円、小人350円

1回限り

11月6⽇

360円（こども180円）

100円
※宮崎市・国富町・綾町の補助金適用期間後は大人500円

1,000円
※宮崎県の補助金適用期間後は大人1,800円で発売

（別紙３） 宮崎版「my route」構成イメージ

