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 京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：原田 一之，以下 京急電鉄）と scheme 

verge 株式会社（本社：東京都文京区，代表取締役ＣＥＯ：嶂
やま

南
なみ

 達貴，以下 scheme verge）は，

2020 年 10月 22日から，三浦半島における観光型ＭａａＳ（Mobility as a Service）「三浦Cocoon
コ ク ー ン

」

を開始いたします。 

「三浦 Cocoon」は，京急電鉄および scheme vergeが，観光プラットフォームとして基盤整備

を行うとともに，三浦半島地域の観光事業者や自治体，サポート企業など 60団体が，観光活性

化コミュニティ「Cocoon Family」を結成することで，半島全体で連携して観光コンテンツの開

発を通じた「すごしかた」提案に取り組むコンテンツ重視の観光型ＭａａＳです。 

具体的には，「Cocoon Family」参加団体向けサービスとして，「三浦 Cocoon for business」

を提供，参加団体が共通で使えるＷＥＢプラットフォームや，共通予約/決済システムなどの環

境を整備（※注１）することで，三浦半島を訪れる観光客がワンストップな観光や，シームレスな

移動ができる環境を目指します。（※注１：共通予約/決済フォームの導入は 2021年 2月を予定） 

京急電鉄および scheme verge は，「Cocoon Family」事務局として参加団体同士で連携した観

光ツアーの造成などすごしかたの提案に努めるとともに，「三浦 Cocoon」で集積した観光客の利

用データを分析し，「Cocoon Family」に観光施策のフィードバックを行いサービス改善に取り組

むなど，「観光ＤＸの推進」を目指します。さらに，三浦半島における繁忙期混雑や，ニューノ

ーマル時代の密回避といった課題に対しても，情報の一元化や予約機能の強化等により混雑回避

/分散化のソリューションを提供していきます。 

 同時に scheme vergeが提供するアートを切り口とした観光型ＭａａＳアプリ「Horai」でも，

三浦半島にサービスエリアを拡大し，ＡＩによる複数のモビリティを活用したモデルコース作成

などを開始いたします。詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

  「三浦 Cocoon」で体験できるアクティビティのイメージ                           「三浦 Cocoon」ＷＥＢサイト 

 

 

 



別 紙 

観光型ＭａａＳ「三浦 Cocoon」サービスイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光型ＭａａＳ「三浦 Cocoon」 サービス詳細 

 

１．サービス開始   2020 年 10月 22日（木） 

２．概 要 

（1）観光客にとっての価値（ＢｔｏＣ） 

  三浦半島に点在するアクティビティやそれを巡るモビリティ（交通）などを一元的に予約手

配，決済が可能になる。また，旅程立案機能により効率的な観光周遊につながる。 

（2）事業者にとっての価値（ＢｔｏＢ） 

  共同告知やツアー造成，共通予約決済プラットフォームにより新たな観光需要が拡大される

ほか，観光客インサイトや移動データの分析によりサービス拡充にもつながる。 

３．サイトＵＲＬ       https://miuracocoon.com 

４．機能/コンテンツ 

名称 サービス内容 サービス開始時期 

①アクティビティ 三浦半島で楽しめるアクティビティを紹介 2020年 10月 22日 

②Cocoon ツアー アクティビティ，温泉，宿泊などをセットにした

三浦 Cocoonオリジナルツアーを紹介 

2020年 10月 22日 

 

③トピックス 三浦半島で楽しめるイベント等の紹介 2020年 10月 22日 

④モビリティ 二次交通やライドシェア等の紹介，提案 2020年 10月 22日 

⑤お気に入り機能 アクティビティやツアーなどをお気に入り登録 2020年 10月 22日 

⑥予約/決済機能 上記を予約決済できる共通プラットフォーム 2021年２月 

⑦旅程作成機能 「お気に入り」登録アクティビティを巡る旅程を

ＡＩが作成 

2021年２月 

https://miuracocoon.com/


「三浦 Cocoon Family」参加組織一覧 
 組織名称 施設名称 サービス/役割 

三浦 ㈱三浦海業公社 うらり，水中観光船にじいろさかな号 地産品販売，観光船運航 
スバル興業㈱ 三崎マリンセンター 渡船運航，クルージング，BBQ 
三浦海の学校 三浦海の学校 ダイビング，SUP,カヤック，シュノーケル，BBQ 
㈱オーシャンアイズ 城ヶ島ダイビングセンター ダイビング 
㈱城ヶ島 J’sフィッシング 海上イケス釣り堀 
三浦観光バス みうらﾘｿﾞｰﾄﾄｩｸﾄｩｸ レンタルトゥクトゥク 
みうらﾚﾝﾀｻｲｸﾙ運営協議会 みうらﾚﾝﾀｻｲｸﾙ レンタサイクル 
㈱シー・エフ・ネッツ 山田屋酒店 ほか 古民家ゲストハウス ほか 
三浦半島食彩ネットワーク  農業漁業体験，地産品マルシェ 
うみかぜサイクル うみかぜサイクル スポーツ自転車レンタサイクル 
エスライド エスライド SUP，ビーチ BBQ，他マリンスポーツ 
合同会社チャートテーブル KOAJIRO SUP Tours SUP，スケルトン・カヤック 

横須賀 ㈱トライアングル YOKOSUKA軍港巡り，猿島航路 観光船/渡船運行，BBQ 
金剛山勝長寿院大御堂浄楽寺 浄楽寺 写経体験，ミニ仏像づくり，拝観 
長井海の手公園パートナーズ 長井海の手公園ソレイユの丘 食，クラフト，収穫体験 
津久井浜観光農園 津久井浜観光農園 農業体験，いちご狩り 
横須賀市教育委員会 横須賀美術館 美術館 
よこすか関口牧場 よこすか関口牧場 酪農体験 

逗子・ 
葉山 

OCEANS Club. OCEANS Club. SUP，SUPヨガ，ビーチヨガ 
シナネンモビリティ㈱ ダイチャリ（ハローサイクリング） レンタサイクル 
エバーリゾート エバーリゾート シーカヤック，SUP，ビーチヨガ，SUP ヨガ  
葉山サーフクラブ 葉山サーフクラブ ウィンドサーフィン 
アーキット㈱ 葉山セーリングカレッジ ヨットスクール，ＳＵＰ 
㈱レインボーロード フライフィールド逗子 アクアボード 
Sunny funny days Sunny funny days ＳＵＰ，ヨガ，ハンモックヨガ 
神奈川県立近代美術館 神奈川県立近代美術館 葉山 美術館 
シネマアミーゴ CI NE M A AM IG O， AM I GO  M AR K E  他 映画館，ウェディング，ケータリング，宿泊 
CINEMA CARAVAN 逗子海岸映画祭，ドライブインシアターwith KEIKYU 他 野外映画館，屋外イベント，国際文化交流 

アミーゴマーケット AMIGO MARKET 食，地産品販売 
アミーゴハウス AMIGO HOUSE  宿泊，コワーキングスペース，観光ツアー，文化体験，ワーケーション  
箱庭 箱庭 キャンピングカー，トゥクトゥク 

京急アクセ 

ラレーター

参加企業 

㈱ヤマップ MIURA ALPS PROJECT 山登りＧＰＳアプリ 
㈱AirX SKY RESORT MIURA ヘリコプター 
㈱NearMe nearMe. オンデマンド型スマートシャトル™,タクシー相乗りサービス 
Carstay㈱ VAN LIFE（バンライフ） キャンピングカーシェアリング 

サポー
ト企業 

損害保険ジャパン㈱  保険,自動運転,駐車場シェア等 MaaS 関連 
タイムズモビリティ㈱ 京急レール&カーシェア 鉄道連携カーシェアサービス 
DMC Greater Yokohama 三浦半島ＤＭＯ 三浦半島地域連携ＤＭＯ運営 
㈱日本旅行  アクティビティツアー造成 
㈱日立製作所 Shop PEEKABOO/三浦観光バス連携 みらいのやさいプロジェクト/直売所めぐり 
ホリデー㈱  おでかけ，旅情報提供 
㈱三井住友銀行  決済サポート，事業者マッチング 
㈱ユニマットプレシャス シティマリーナヴェラシス ヘリコプターツアー 
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 交欒（マゼラン）湘南佐島 健康体験（リトリート等） 
㈱横浜銀行  地域事業者マッチング，事業支援 

自治体 
(三浦
半島観
光連絡
協議
会） 

神奈川県  地域調整，サポート 
鎌倉市  地域調整，サポート 
逗子市  地域調整，サポート 
葉山町  地域調整，サポート 
横須賀市  地域調整，サポート 
三浦市  地域調整，サポート 

京急グ
ループ 

三崎観光㈱ ホテル京急油壺観潮荘，油壺温泉 宿泊，温泉，スケルトンカヤック 
㈱京急油壺マリンパーク 京急油壺マリンパーク 水族館 
㈱観音崎京急ホテル 観音崎京急ホテル，SPASSO 宿泊，スパ，グランピング，BBQ 
㈱葉山マリーナー 葉山マリーナ クルージング 
㈱京急百貨店 京急百貨店，ウィング 地産品ＰＲ，販売促進 
㈱京急ストア 京急ストア，もとまちユニオン 地産品を活かした商品開発 
京急タクシーグループ 京急タクシー タクシー 

事務局 京浜急行電鉄㈱  事務局運営，地域連携 
Schemeverge㈱  事務局運営，データ分析 



観光型ＭａａＳ・カルチャー資源特化型アプリ「Horai」の三浦半島への対応について 

 

１．概 要 

  三浦 Cocoonの開始に合わせて，scheme verge が提供する観光型ＭａａＳ・カルチャー資源

特化型アプリ「Horai」が 10月 26日（月）から三浦半島に対応します。瀬戸内国際芸術祭の

開催エリアのスポットを周るためのアプリとしてスタートした Horaiは現在，全国のカルチャ

ー資源や地域モビリティへの対応を進めており，その皮切りとして三浦半島のカルチャー巡り

体験を京急アクセラレータープログラムの一環で進めてまいりました。 
 
２．Horaiの三浦半島対応の詳細 

  Horaiは，現代アート・地域アートをはじめその地域らしいカルチャースポットの探索・発

見から，限られた現地での時間を効率的に使える訪問計画の作成，交通機関などの地元サービ

スの手配・決済まで一括して，その土地ならではの体験に深く集中できるようなサポートをす

るアプリです。アプリ内で訪れたいスポットを直感的に選ベば，各スポットでの目安の滞在時

間や，電車やバスの時間をユーザーの代わりに調べ，おすすめの周遊プランを提案します。 

  今回は三浦 Cocoonの開始に合わせて，新たに三浦半島に対応いたします。Horaiは今後も，

一般的な交通機関のほか，トゥクトゥクやクルージングなど三浦らしい交通機関への対応や新

機能のリリースを予定しています。また，ＭａａＳなど新しい技術を活用しながら，アーティ

スト等と共同で，ハイエンドで個人に寄り添った観光体験のプロデュースを三浦半島で進めて

参ります。 
 
３．サイトＵＲＬ   https://horai.sv/ 

 

（参   考） 

１．scheme vergeについて 

（1）住 所：東京都文京区本郷２-29-８ おおたビル３階 

（2）代 表 者：代表取締役ＣＥＯ 嶂南達貴 

（3）事 業 内 容： 

scheme vergeは，ＭａａＳやＤＸによって地域の滞在体験価値を高めるデータ駆動型エリ

アマネジメントを通じ，分散ネットワーク型の都市開発を可能にするスタートアップです。 

scheme vergeが事務局を務める瀬戸内洋上都市ビジョン協議会が国土交通省の日本版 

ＭａａＳ推進事業に２年連続で選定されたほか，京急アクセラレータープログラムに採択さ

れるなど，産官学民で連携した都市開発事業に取り組んでいます。 

【コーポレートサイト】              https://www.schemeverge.com/ 

【観光型ＭａａＳ・カルチャー資源特化型アプリ Horai】 https://horai.sv/ 
 

２．京急アクセラレータープログラムについて 

京急電鉄と株式会社サムライインキュベート（本社：東京都港区，代表取締役：榊原 健

太郎）が，「モビリティを軸とした豊かなライフスタイルの創出」を目指し，スタートアッ

プ企業とのオープンイノベーションにより新規事業創出を目指すプログラム。 

第３期は，６月に参加企業 10 社の発表を行いました。本プログラムの参加企業は，京急

グループの事業基盤を活用したテストマーケティングを行いながら事業共創を図り，デジタ

ル・テクノロジーを積極的に活用した新たなモビリティとライフスタイルを生み出すイノベ

ーションの創出を目指します。 

scheme verge は第３期の参加企業で，観光型ＭａａＳ「三浦 Cocoon」は今回のプログラ

ム内での議論を経て協業が実現しました。 

https://horai.sv/
https://www.schemeverge.com/
https://horai.sv/

