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２０２０年７月１６日

電子チケットのメニュー拡大や譲渡機能追加で、モビリティ・ライフをより便利に！

７月２０日、ＭａａＳアプリ「ＥＭｏｔ」のサービスを拡充します
～「観光型」「郊外型」「ＭａａＳ×生活サービス」の実証実験期間を延長します～
小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：星野 晃司）は、２０２０年７月２０日（月）か
ら順次、MaaS アプリ「EMot」の電子チケットの種類や機能を拡充します。また、
「EMot」を活用した
３つの実証実験期間について、観光型 MaaS・郊外型 MaaS の実証実験を２０２０年１２月３１日（木）
まで、MaaS×生活サービスの実証実験を２０２０年１０月３１日（土）まで延長し、事業化に向け
た検証を進めます。
７月２０日（月）から、
「観光型 MaaS」として提供している「デジタル箱根フリーパス」にこども
料金と英語版（おとな・こども）を導入し、８月１７日（月）からは新たなラインナップとして箱
根湯本駅近くにある温浴施設「箱根湯寮」のお得な電子チケットを発売します。
加えて、代表者がチケットをまとめて購入して、メールなどで共有ができる「チケット譲渡機
能」を７月２０日（月）から実装します(対象はデジタル箱根フリーパス各種)。これにより、旅行
時に同行者やお子さま分のチケットの同時手配が可能になり、ご家族やグループでのお出かけに活
用いただける機能です。７月２３日（木・祝）の箱根登山電車の全線運転再開にあわせたチケット・
機能の拡充により、EMot でさらに便利な箱根旅をお楽しみいただけるようになります。

デジタル箱根フリーパス

画面イメージ

（左：おとな、中央：こども、右：英語版チケット詳細画面）

また、
「MaaS×生活サービス」として提供していた飲食サブスクリプションチケットは、お客さま
のニーズに応えるべく「箱根そば」で引き換えできるメニューを増やして、８月下旬から販売を再
開します。

電子チケットの拡充に加えて、便利で快適なモビリティ・ライフを提供する複合経路検索におい
ても機能の拡充を進めています。
本年４月から小田急線と神奈川中央交通の路線バスを対象に、リアルタイム運行情報の提供を開
始しています。小田急線は電車の発着予定時刻や最新の運転状況を、神奈川中央交通は発着予定時
刻やバス停通過情報などを、発着ホームや乗り場といった基本情報とあわせて経路検索結果に表示
しています。

編成両数と運転状況を表示

小田急線リアルタイム運行情報画面

乗車するバス停の４つ前から
車両の位置を表示

神奈川中央交通バスリアルタイム運行情報画面

また、本年６月からタイムズモビリティ株式会社が運営するタイムズカーシェアのステーション
情報連携を小田急沿線から全国に拡大し、８月中旬からは新たに株式会社 NTT ドコモが運営する
ｄカーシェアのステーション情報と複合経路検索結果の連携開始を予定しています。
当社では、今後もパートナー連携やチケット・機能の拡充をすることで、小田急線沿線に限らず
全国各地で、日常生活から観光まで多様なシーンで利用できるアプリ開発を進めます。MaaS の実現
を通じて、移動手段と多様な生活シーンのサービスをシームレスに連携し、
「会いたいときに、会い
たい人に、会いに行ける」次世代の“モビリティ・ライフ”の実現を目指します。

MaaS アプリ「EMot」の一部機能拡大の概要は下記のとおりです。
記
１

「観光型 MaaS」に関する拡充

（１）チケットの拡充
①

概

要

デジタル箱根フリーパス（おとな）に加えて、以下のチケットを新たに発
売します。

② 期

間

２０２０年７月２０日（月）～１２月３１日（木）

③ 商

品

・デジタル箱根フリーパス（日本語版 こども）
・デジタル箱根フリーパス（英語版

２日券・３日券

おとな・こども）２日券・３日券

・箱根湯寮「お気軽温泉チケット」
（大湯入浴券＋レンタルタオルセット）
・箱根湯寮「湯寮満喫チケット」（大湯入浴券＋レンタルタオルセット
＋食事処「囲炉裏茶寮 八里」でのお食事）
※箱根湯寮チケットは８月１７日（月）発売予定
④

利用方法

利用したいチケットを EMot の「My チケット」にご準備ください。利用の
際は、有効化したチケットを表示したスマートフォン画面を、駅係員や運
転士・施設スタッフなどにご提示ください。

（２）チケット譲渡機能
① 概

要

代表者の EMot アカウントでチケットを複数枚購入し、別のスマートフォ
ンの EMot アカウントに譲渡できる機能を追加します。グループでのお出
かけや、スマートフォンをお持ちのお子さまとのお出かけの際などに活用
いただけます。

② 期

間

２０２０年７月２０日（月）～１２月３１日（木）

③

対象商品

デジタル箱根フリーパス各種

④

利用方法

「チケットストア」にてデジタル箱根フリーパスを購入いただき、
「My チ
ケット」画面から、メールやメッセージアプリを介して譲渡用 URL を送信
します。URL を受け取られた方は、URL をタップいただくことでデジタル
箱根フリーパスを受け取ることができます。なお、両者とも EMot のダウ
ンロードおよびログインが必要です。
詳しいご利用方法については EMot の公式サイトにてご確認いただけます。
https://www.emot.jp/ticket_jyouto.html

２

※７月２０日公開予定

「MaaS×生活サービス」に関する拡張

（１） 概

要

飲食サブスクリプションの実証実験を再開し、チケットの対象店舗「箱根
そば」で引き換えられる対象メニューを拡大します。
※対象店舗とチケット販売価格については６月末までの内容と同様です
※チケット認証にあたっては、株式会社 Colorkrew の Mamoru PUSH「ワン
タイム QR 認証」を採用します

（２） 発売期間

２０２０年８月下旬予定～１０月３１日(土)

（３） 対象メニュー

＜箱根そば新百合ヶ丘・マルシェ新百合ヶ丘＞
【継続メニュー】
かき揚げ天そば（温）
【新メニュー】
かき揚げ天そば（冷）
、コロッケそば（温）、めかぶそば（温）
＜箱根そば本陣（新宿駅）＞
【継続メニュー】
小海老入りかき揚げ天そば（温）
【新メニュー】
小海老入りかき揚げ天そば（冷）
、きつねそば（温）、たぬきそば（温）
※「おだむすび」
「HOKUO」は６月末までの内容と同様です

（４） 利用方法

「チケットストア」にて、クレジットカード決済で購入できます。利用店
舗で二次元バーコードを読み取り、対象メニューの中からご希望の商品を
選択してください。プリンターからチケットが出力されますので、店員に
ご提示いただくことで、商品と引き換えできます。
※「おだむすび」
「HOKUO」は二次元バーコード読み取り後、店員にチケッ
ト画面をご提示ください

※

「郊外型 MaaS」（バス無料チケット発行）の実証実験内容に変更はありません

【参考１】これまでの実証実験の経緯と現時点で決定している今後のスケジュール
2019年

2020年

10月

1月

6月

7月

8月

10月

12月

31日

6日

30日

20日

17日 下旬

31日

31日

★デジタル箱根フリーパス（おとな）発売

★デジタル箱根フリーパス（こども・英語版）発売

観光型MaaS

★箱根湯寮チケット発売
★チケット譲渡機能実装

郊外型MaaS
MaaS×生活ｻｰﾋﾞｽ

★バス無料チケット発行
★飲食サブスクチケット発売

★飲食サブスク再販・箱根そば対象メニュー拡大

【参考２】
「EMot」で利用できるサービス
１

複合経路検索サービス

（１）鉄道やバスに加え、タクシーやシェアサイクル等を組み合わせた経路検索
（２）経路検索結果から連携しているアプリ・サイトへの遷移、モビリティの予約・決済
（３）保有している定期券情報や購入した電子チケットが考慮された経路検索
（４）小田急線・神奈川中央交通バスのリアルタイム運行情報の反映（２０２０年４月１日～）
（交通サービスの予約・配車システム等との連携状況 ※本リリース発行時点）
連携企業／サービス名

連携状況

タイムズモビリティ株式会社／タイムズカーシェア

複合経路検索結果に表示、サイト遷移

株式会社 NTT ドコモ／d カーシェア

複合経路検索結果に表示、アプリ遷移

株式会社 Mobility Technologies／JapanTaxi

複合経路検索結果に表示、アプリ遷移

株式会社 Mobility Technologies／MOV

複合経路検索結果に表示、アプリ遷移

日本航空株式会社

複合経路検索結果に表示、遅延情報等の運航情報表示

株式会社ドコモ・バイクシェア／ドコモ・バイクシェア

複合経路検索結果に表示

OpenStreet 株式会社／HELLO CYCLING・HELLO SCOOTER

接続に向けて協議中

株式会社パム／たびらいレンタカー予約

接続に向けて協議中

株式会社 NTT ドコモ／AI 運行バス（オンデマンド交通）

接続に向けて協議中

株式会社未来シェア／SAVS（オンデマンド交通）

接続に向けて協議中

※ｄカーシェアは８月中旬から接続予定

２

電子チケットの発行

（１）フリーパス等の企画券や生活サービス施設などの電子チケットの購入
（２）ショッピング等に応じて無料でモビリティが利用できる特典チケットの発行
（３）フリーパス等と連携した優待施設情報の取得
（チケットラインナップ ※本リリース発行時点）
エリア

名称
デジタル箱根フリーパス（おとな）
日本語版・英語版

箱根
デジタル箱根フリーパス（こども）
日本語版・英語版

価格（税込）
3 日券

5,000～6,100 円

2 日券

4,600～5,700 円

※発駅によって異なる
3 日券

1,250～1,750 円

2 日券

1,000～1,500 円

※発駅によって異なる

箱根湯寮

お気軽温泉チケット

1,500 円

箱根湯寮

湯寮満喫チケット

2,600 円

箱根

新百合ヶ丘

新宿・新百合ヶ丘

小田急バス

バス無料チケット

無料
※対象施設でのお買いものが条件
10 日券

3,500 円

30 日券

7,800 円

遠鉄電車・天竜浜名湖鉄道共通

おとな

1,480 円

1 日フリーきっぷ（東ルート・西ルート）

こども

740 円

HAMANAKO RAIL PASS 3DAYS

おとな

4,900 円

※一時販売休止中

こども

2,450 円

おとな

3,360 円

こども

1,680 円

おとな

1,570 円

こども

790 円

おとな

1,000 円

こども

500 円

飲食サブスクリプション

静岡・浜松
（連携企業・遠州鉄道の

HAMANAKO 2DAYS PASS

チケット）
遠鉄ぶらりきっぷ

あかでん一日フリーきっぷ

※デジタル箱根フリーパス（こども）
・デジタル箱根フリーパス（英語版）は７月２０日（月）
、箱根湯寮のチケット
２種は８月１７日（月）から販売予定
※小田急バスのバス無料チケットは株式会社 Colorkrew の Mamoru PUSH「ワンタイム QR 認証」を採用しています

【参考３】EMot 公式ホームページ
URL

https://www.emot.jp

【参考４】EMot ダウンロード
iOS

https://apps.apple.com/jp/app/emot/id1472652885

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.odakyu.emot&hl=ja
以

上

