2022 年１月 26 日
由布院地区における MaaS 実証実験実行委員会
事務局：九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社
亀 の 井 バ ス 株 式 会 社
一般社団法人由布市まちづくり観光局

「スマホ１つで由布院の旅をもっと楽しく」
2 月 1 日より大分県由布院地区で MaaS 実証実験を開始します。
「由布院地区における MaaS 実証実験実行委員会」
（会長：桑野 和泉 一般社団法人由布市まちづくり
観光局 代表理事）は、以下の通り 2022 年２月１日から大分県由布院エリアを拠点とした MaaS 実証実験
を開始いたします。
本事業においては、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「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
現や商業・観光・宿泊施設などと連携した回遊性の向上に取り組み、九州を代表する観光地の一つである
由布院エリアを拠点として観光で訪れるお客さまの利便性向上を目指します。
具体的な取り組み内容は以下の通りです。
（１）マルチモーダルルート検索
「my route」を導入し、あらゆる移動手段（航空機・鉄道・バス・タクシー(*)・徒歩など）をつないで目
的地までの最適な経路を提案することで、観光地めぐりが便利に快適になります。さらに、「my route」
アプリにより、ルート検索から一部交通サービスの予約・決済までをアプリ内で行うことができるよう
になり、観光地までの移動と観光地に到着してからの移動がとても便利になります。
(※)タクシーの連携については、順次実施予定

（２）特集記事・スポット情報との連携
「my route」内で、経路検索機能だけでなく、由布院エリアの観光情報や見どころ、イベント情報、おす
すめの店舗や観光施設など、
「my route」アプリサービスをご利用の方にのみ提供される耳より情報を提
供します。また、地元を良く知る実行委員会メンバーが書いた特集記事で、由布院の楽しみ方・過ごし方
など「地元ならでは」の情報もお伝えします。
（３）デジタルチケットの販売
「my route」内で、ＪＲ九州と亀の井バスが連携して、交通乗車券と対象エリアの観光施設・店舗等で使
える特典クーポンがセットになった「ゆふいん 1day レール＆バスチケット」を販売し、対象エリアの観
光がより便利でおトクになります。また、亀の井バスで発売中の城島高原パークの入園料がセットにな
った「エンジョイきっぷ」を「my route」で販売し、スマホ１つで便利にお楽しみいただくことができる
ようになります。
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。

本事業は、大分県様からのご支援を受けた、官民が一体となった取り組みです。本事業を通じて、由布
院エリアを中心に観光で訪れるお客さまのシームレスな移動を実現し、観光を便利で快適にしていくこ
とを実現していくとともに、将来的には、観光客・地域住民の双方が活用できる地域モビリティの導入を
検討し、MaaS の取り組みと地域モビリティが一体となって持続可能な交通サービスの提供を目指します。
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■ 「my route」アプリで発売するデジタルチケットについて
“my route”のデジタルチケットは、お持ちのスマートフォンアプリ上で、いつでも・どこでも購入
ができ、スマートフォンの画面がそのまま乗車券となるため、便利に観光をお楽しみいただけます。
【ゆふいん 1day レール＆バスチケット】
ＪＲ九州と亀の井バスが連携し、由布院～大分～別府の周遊に
大変便利でおトクなデジタルチケットです。
・発売額：おとな 2,270 円（こども 1,130 円）
・発売開始：2022 年 2 月 1 日
・有効期間： 1 日間 (当日限り何度でも有効)
・由布院・大分・別府エリアの各観光・商業・宿泊施設等で使える
おトクな特典クーポン付き(*)

(*)「ゆふいん 1day レール＆バスチケット」QR 読み取り特典ご提供店舗
エリア

由布院

特典施設

特典内容

ゆふいん創作館

お会計時にレジにて 10％OFF(1 回限り）

一休

2,000 円以上お買い上げの方に粗品進呈

日乃新

お会計時にレジにて 10％OFF

赤司菓子舗

2,000 円以上お買い上げの方は 5％割引

テラート

お買い上げの方へ粗品（ティーパック）進呈

箸屋一膳（本店）

お買い上げ総額から 10％割引

箸屋一膳（金鱗湖店）

お買い上げ総額から 10％割引

由布市ﾂｰﾘｽﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

「ゆふいんチッキ」カウンターにて
または配送 1 個あたり 100 円引き

別府タワー

入場料 10％OFF

グローバルタワー

入場料 100 円引き

大分香りの博物館

入場料 10％OFF

別府ラクテンチ

入場料：大人 200 円引き、小人 100 円引き

別府交通センター

お食事、お土産品 10％OFF

海地獄

べっぷ地獄めぐり共通観覧券 10％OFF
※海地獄の一か所入場料金は割引対象外

血の池地獄

べっぷ地獄めぐり共通観覧券 10％OFF
※血の池地獄の一か所入場料金は割引対象外

CITY SPA てんくう

入浴料５％オフ

手荷物預かり

別府

大分

【城島高原エンジョイきっぷ】
※このデジタルチケットは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
大分県の「バスを活用した公共交通活性化促進事業」が一時停止
となったため、2022 年 2 月１日からの発売を見合わせます。
発売開始日は改めてお知らせいたします。
城島高原パークの入園や 1 日のりものパス券に亀の井バス路線バス
往復乗車券をセットした大変お得なチケットです。
・発売額：大人（大学生以上）
：3,000 円
中高生：2,500 円
小人（小学生以下）
：2,000 円
※期間限定の my route アプリでの購入限定価格となっています。
・ご利用区間：右図のエリア内
・有効期間：ご利用当日 往復一回限り有効
・城島高原パークの入園券、1 日のりものパス券付き

■ my route サービスについて
＜アプリ概要＞
「人がもっと楽しく移動できると、まちはきっと魅力的になる」をコンセプトに、様々な移動手段
のひとつとして、公共交通や自動車を位置づけ、リアルタイムにユーザーや都市の状況に応じた最
適な移動手段を提供するアプリ。
＜アプリ提供者＞
トヨタファイナンシャルサービス株式会社
＜サービス地域＞
福岡市・北九州市・糸島市、佐賀県、水俣市、宮崎市・日南市、横浜市、愛知県、富山市
＜サービス内容＞
①マルチモーダルルート検索
公共交通（バス・鉄道など）
、自動車（タクシー・レンタカー・カーシェア、自家用車など）、自
転車（サイクルシェアを含む）
、徒歩など、様々な移動手段を組み合わせ、移動ルートの選択肢
を提示。
②予約・決済
デジタル乗車券の購入やタクシーの予約・決済が可能。
移動手段の予約から利用までをひとつのアプリの中でシームレスなサービスとして提供。また、
航空機や新幹線、高速バスも「my route」から外部サイトに遷移し予約が可能。
③店舗・イベント情報の検索
地域のイベントや店舗･スポット情報を提供し、外出のきっかけ作りや目的地付近での回遊性を
促進。
＜アプリダウンロード方法＞
アプリは以下のバーコードからダウンロードできます。
Andoroid

iOS

また、以下のＵＲＬからアプリの詳細をご確認いただけます。
https://www.myroute.fun/
■ サービス内容の詳細
以下のＵＲＬから、サービスの詳細内容が確認できます。
https://www.jrkyushu.co.jp/maas/yufuin/

