
2021 年 10 月 27 日 

龍ケ崎 MaaS 推進協議会 

 

２０２１年 11月 6日～12月 5日 

龍ケ崎ＭａａＳ
マ ー ス

実証実験を実施します 
スマートフォンでの交通チケット販売、電動三輪バイクの走行実験等により、 

マイカーに依存しない「次世代の移動のカタチ」を探ります！ 

 

龍ケ崎 MaaS 推進協議会（会長：十文字 義之）は、2021 年 11 月 6 日(土)～12 月 5 日(日)まで、    

茨城県龍ケ崎市内にて「龍ケ崎 MaaS 実証実験」を実施します。 
 

※MaaS とは、複数の公共交通やモビリティを最適に組み合わせ、検索・予約・決済等を一括して行うサービスのことです。 

※龍ケ崎 MaaS 推進協議会加盟団体 

龍ケ崎市地域公共交通活性化協議会、龍ケ崎市、龍ケ崎市商工会、茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 

茨城県立竜ヶ崎第二高等学校、流通経済大学、関東鉄道株式会社 

（協力）東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 

 

期間 2021 年 11 月 6 日(土)～12 月 5 日(日) 

 

概要  １．スマートフォンアプリ「乗換案内」による交通チケットの販売・利用  

スマートフォンを使って、龍ケ崎市内の交通機関をキャッシュレス・タッチレスで利用
いただけるようになります。 
チケットには、龍ケ崎名物「龍ケ崎コロッケ」の 200 円割引券・市内店舗クーポン券が
ついています。おトクに市内を巡ってください！ 
 

２．電動三輪バイク「GOGO！カーゴ」のレンタル 東日本初！ 

2050 年カーボンニュートラル達成に向け、市内にて電動三輪バイクのレンタル実験を
実施します。CO2 を排出しないクリーンなモビリティで市内を巡ってみませんか。 
 

３．各種イベントに参画 

「駅からハイキング」「ビール祭り」等のイベント開催に参画し、市内外交流人口拡大を
図ります。 
 

４．クラウドファンディングによる支援者の募集 

本実験に賛同いただける支援者をクラウドファンディングで募ります。 

  



詳細 

（１）「龍ケ崎 MaaS チケット」の発売 

茨城県が推進する「DX イノベーション推進プロジェクト」の採択を受けた「茨城 MaaS」の枠組み

の中で、ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区）のアプリ「乗換案内」において、龍ケ崎市内の  

鉄道・バス 1 日乗車券「龍ケ崎 MaaS チケット」を販売します。 

チケットは 4 種類で、鉄道・バスのチケットに龍ケ崎コロッケ 200 円割引券・市内店舗クーポン券

がセットされています。スマートフォンの画面を提示するだけで、鉄道・バスの乗車に加え、コロッケ

の割引や店舗特典を受けることが可能で、便利かつおトクに龍ケ崎の街を巡ることができます。 

新型コロナウイルス感染症による環境変化を受けて、本サービスの提供により接触機会を最小限に

抑えることで、お客様と事業者の安全・安心を守ることにもつながります。 

 

▼購入方法 

ジョルダン株式会社「乗換案内」アプリにて購入可能 

2021 年 11 月 6 日（土）発売開始、チケット販売は 2022 年 3 月 31 日まで継続 

      

▼「龍ケ崎 MaaS チケット」のラインナップ 

● 竜ヶ崎線 1 日乗車券                    600 円  

● 竜ヶ崎線＋龍ケ崎市コミュニティバス 1 日乗車券      1,000 円  

● 竜ヶ崎線＋龍ケ崎市内路線バス 1 日乗車券         1,100 円  

● 竜ヶ崎線＋市内コミュニティバス・路線バス 1 日乗車券   1,500 円  

※全てのチケットに龍ケ崎コロッケ 200 円割引券・市内店舗クーポン券が付属 

   

券面イメージ 



 

クーポン券の提示によるサービス提供店舗 

龍ケ崎市内には名物「龍ケ崎コロッケ」をはじめ、魅力的

なお店がたくさん！ 

ぜひ「龍ヶ崎MaaSチケット」でお店を巡ってください。 
 
市内の飲食店・物販店でチケットを提示すると、お得な

サービスを受けられます。 

サービス提供店舗は以下の２６店舗です。 

 

物販店 

地酒と自然食品の店えびはら 酒類 5％割引 

はじめのプリン 2000円以上お買い上げの方にプレーン 1個サービス 

服部精肉店 1口ドリンクサービス 

エンゼル 全品 10％割引 

高橋肉店 店内食品 5％OFF（一部対象外品あり） 

御菓子処 てらだ家 1,000円以上お買い上げで 10%OFF 

街かどのぱん屋さん もみの木 お買上げ頂いた手作りパン代金の10%分の商品券をプレゼント 

 

飲食店 

隠れ家＋居酒屋ゆう 飲食代・宴会コース代10％割引（月曜日～木曜日限定・祝日除く） 

竜ケ崎プラザホテル四季亭 そば大盛サービス 

旬の台所 しゃんしゃん龍 ワンドリンクサービス（梅ジュース・梅酒） 

鳥吉 龍ケ崎店 ワンドリンクサービス 

やきやきや 龍ケ崎店 会計 10％割引 

Ryu's Kitchen MINT TREE ワンドリンクサービス 

JUICY-JUICY 
タピオカ・スムージー購入のお客様に限り、 

Mサイズの値段で Lサイズにサイズアップいたします。 

中華料理 大井屋 全品 10％割引、ライス大盛サービス 

中華厨房「Ja-chan」 麺 orライス大盛又はソフトドリンク 1杯サービス 

珍来 たつのこモール店 店内ご飲食のお客様に限りウェルカムサラダをサービス 

珍来軒 ラーメン麺大盛または定食ライス大盛サービス 

麺や こもん チャーシュー1枚サービス 

麺や たかみ 味付け玉子、麺の中盛・大盛いずれかサービス 

ラーメンいっとく 
110円までのトッピングサービス 

それ以上の金額の場合は差額ご負担をお願いします。 

そばの池田屋 ソフトドリンク 1杯サービス 

COFFEEHOUSEとむとむ 

龍ケ崎店 

追加料金なしでドリンクを「本日のスペシャリティコーヒー」

に変更できます。（ドリンクとセットでお食事またはデザート

をご注文のお客様が対象） 

はなの舞 佐貫駅前店 ドリンク１杯サービス 

四季蕎麦 うどん・そば大盛サービス 

豊丸水産 佐貫店 ドリンク 1杯サービス（飲み放題メニューの中より） 

 

※2021 年 10 月 25 日現在 

※都合により、サービスを中止または内容を変更する場合があります。 

 



（２）レンタル電動三輪バイク「GOGO！カーゴ」の走行実験 

マイカー依存脱却と市内周遊促進を目的として、Future 株式会社（本社：東京都港区）の電動三輪

バイク「GOGO！カーゴ」５台を、関東鉄道竜ヶ崎線の竜ヶ崎駅前でレンタル利用していただく実験を

行い、新たなモビリティと公共交通を組み合わせた移動を観光客・市民に体験していただきます。 

電動三輪バイクは、2050 年カーボンニュートラル達成に向け、CO２を排出しない電動モビリティと

して注目されており、近場への観光周遊や買い物などの移動手段に適しています。 

「GOGO！カーゴ」は転倒リスクを軽減する前輪 2 輪・後輪 1 輪機構で、公道を安全に走行する   

ためのヘッドライト・ウインカー・ブレーキランプ等の保安部品を装備しており、原動機付自転車と 

して公道の走行が可能（※）です。 

（※）道路交通法上、ミニカーに該当するため、利用には普通自動車運転免許が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動三輪バイク貸出概要 

貸出期間 2021 年 11 月 6 日（土）～12 月 5 日（日） 

貸出場所 関東鉄道竜ヶ崎線 竜ヶ崎駅【事前予約が必要です】 

貸出時間 午前の部 9：30～12：30、午後の部 13：30～15：30 

貸出金額 3 時間 2,000 円(税込) 

使用車両 Future 株式会社「GOGO！カーゴ」5 台 

受付方法 1.Web サイトからの事前予約 

2.予約後、アプリにてチケット購入 

3.当日、関東鉄道竜ヶ崎駅受付窓口へ 

備考 利用には普通自動車運転免許が必要です。交通法規を守ってご利用ください。 

実験後、アンケートへのご協力をお願い致します。 

手指消毒・検温等、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。 

また、体調不良の方は参加をご遠慮ください。 

 

 

 

 

関東鉄道竜ヶ崎駅前「龍ケ崎本町商店街」 

 

Future株式会社「GOGO！カーゴ」 



（３）協議会各団体と連携したイベントに参画 

市内外交流人口拡大のため、各団体と連携し各種イベントに参画します。龍ケ崎市の特色・地域性を

活かしたイベントを提供することで市内外に龍ケ崎市の存在感をアピールしてまいります。 

 

イベント 開催日時 場所 内容 

「駅からハイキング」 

（ＪＲ東日本・関東鉄道共同開催） 

11/6(土)～12/5(日) 

9：00～11：00 [受付] 

関 東 鉄 道 竜 ヶ 崎 駅

[受付] 

ウォーキング 

イベント 

「まいんバザール」 

（龍ケ崎市商工会主催） 

11/7(日) 

10：00～14：00 
にぎわい広場 

グルメイベント 

「りゅうころ」 

（コロッケクラブ龍ケ崎主催） 

11/11(木) 

16：00～21：00 

ＪＲ龍ケ崎市駅 

東口広場 

「関鉄竜ヶ崎駅前ビール祭り」 

（龍ケ崎市地域公共交通活性化協議会主催） 11/13(土) 

10：00～15：00 

関東鉄道竜ヶ崎駅前 

「JR 常磐線龍ケ崎市駅秋まつり」 

（龍ケ崎市商工会主催） 

ＪＲ龍ケ崎市駅 

東口広場 

「りゅうころ」 

（コロッケクラブ龍ケ崎主催） 

11/25(木)（予定） 

16：00～21：00 
関東鉄道竜ヶ崎駅前 

 

 

（４）クラウドファンディングによる資金調達 

本実験に係る費用（電動三輪バイクのレンタル費用及びＰＲ費用）について、クラウドファンディ

ングにより支援を募ります。目標金額は 100 万円で、「マイカーに依存しない新しい移動のカタチ」

と題し、龍ケ崎市のまちづくり・商業観光振興に貢献するため、新たな移動手段の導入を目指す  

プロジェクトとして発信します。 

本プロジェクトは、株式会社 CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区）が運営するクラウドファンディ

ングサイト「CAMPFIRE」にて 10 月 15 日から公開を開始しており、11 月 5 日まで支援を募集   

します。 

 

 

  

 

 

https://camp-fire.jp/projects/view/489191 

https://camp-fire.jp/projects/view/489191


各団体提供返礼品 

提供団体 返礼品 金額 限定数 

龍ケ崎市 龍ケ崎市コミュニティバスヘッドマーク掲出権 50,000 円 3 名 

龍ケ崎市商工会 
龍ケ崎コロッケお食事券（5 個分）・ 

御礼のお手紙 
2,000 円 40 名 

竜ヶ崎第一高等学校・ 

竜ヶ崎第二高等学校 

冊子『「竜鉄」の歴史を探る』 

（1 号・2 号の 2 冊セット） 
5,000 円 50 名 

関東鉄道株式会社 

鉄道車庫見学会 10,000 円 30 名 

バス営業所見学会 5,000 円 30 名 

竜ヶ崎線スライスレール（記念刻印付） 6,000 円 50 名 

龍ケ崎 MaaS 推進協議会 御礼のメール 1,000 円 限定無し 

 

（５）地元学校と連携した情報発信・プロモーション展開を実施 

龍ケ崎市内の学校（流通経済大学・竜ヶ崎第一高等学校・竜ヶ崎第一高等学校附属中学校・竜ヶ

崎第二高等学校）と協力し、学生の学習機会の創出を目的として産官学連携で SNS を活用した

龍ケ崎 MaaS 全体の PR を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

竜ヶ崎駅係員にインタビューする竜ヶ崎第一高等学校附属中学校の生徒 


