
  

 

 

                          ２０２１年８月５日 

 

 

 
 

三浦半島エリアマネジメント組織「三浦 CocoonFamily」に参加し，モビリティサービスを展開する 11

団体は，2021 年８月６日（金）から，モビリティ拠点整備プログラム「Cocoon モビリティパッケージ」

を共同で展開いたします。 

「三浦 CocoonFamily」は，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）

が事務局として運営する三浦半島エリアの観光型 MaaS「三浦 Cocoon」を基盤に，自治体，地域観光事業

者，スタートアップ企業など 88 団体が参加するエリアマネジメント組織です。 

今回事業を開始する「Cocoon モビリティパッケージ」は，カーシェア，レンタサイクル，電動キック

ボードなど，各者が個別に展開している移動サービスを法人向けにパッケージ化し，三浦半島内で遊休

の土地や店舗スペースを持つ地域事業者（カフェ，飲食店，ガソリンスタンドなどを想定）に対して，

11 団体が共同で拠点運営の提案を行っていくことにより，半島内のモビリティ拠点を開拓・拡大するも

のです。 

【事業者向けモビリティメニュー一覧】 

事業展開する Cocoon Family サービス内容 

akippa 株式会社 駐車場シェアリング 

株式会社 AirX ヘリポート 

ecbo 株式会社 エクボクローク(荷物預り) 

Carstay 株式会社 キャンピングカーシェア・車中泊スポット 

株式会社サンオータス 電動キックボードシェアリング/モビリティ商材 

シナネンモビリティ PLUS 株式会社 シェアサイクル（逗子市/葉山町） 

タイムズ２４株式会社 時間貸駐車場 

タイムズモビリティ株式会社 カーシェアリング 

みうらレンタサイクル運営協議会 レンタサイクル（三浦市） 

京浜急行電鉄株式会社 三浦 Cocoon 事務局 

scheme verge 株式会社 三浦 Cocoon 事務局 

 本取り組みの第１弾として，８月６日（金）から，京急線三浦海岸駅前の三浦観光バスにて，ecbo 株

式会社が運営するスーツケースやリュックなどの荷物預かりサービス「ecbo cloak」を，海水浴シーズ

ンに合わせ導入いたします。 

本事業を通じた二次交通拠点拡大と，観光型 MaaS「三浦 Cocoon」を通じた一元的な予約決済により，

三浦半島の回遊性向上や，交通渋滞の解消など社会課題の解消に，地域一丸となって取り組み三浦半島

エリアの価値向上を目指します。詳細は別紙のとおりです。 

 

 



モビリティ拠点整備プログラム「Cocoon モビリティパッケージ」について 

 

１．概   要   

 三浦 Cocoon Family が提供する各者移動サービスを法人向けにパッケージ化し，三浦半島内で遊休

の土地や店舗スペースを持つ地域事業者（カフェ，飲食店，ガソリンスタンドなどを想定）に対して，

11 団体が共同で拠点運営の提案を行っていくことにより，半島内のモビリティ拠点を開拓・拡大しま

す。 

 

２．スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三浦海岸駅前での「ecbo cloak」の導入について 

 

１．概 要 

 三浦海岸駅前において 2021 年８月６日（金）から，ecbo 株式会社が運営するスーツケースやリュック

などの荷物預かりサービス「ecbo cloak」を，海水浴シーズンに合わせ導入いたします。 

２．サービス内容 

（1）預かり場所 三浦観光バス（住所：神奈川県三浦市南下浦町 1486-２） 

（2）預かり時間 ９：00～18：00 

（3）利 用 料 金 バッグサイズ：400 円/個・日，スーツケースサイズ：700 円/個・日（税込） 

（4）利 用 方 法 「ecbo cloak」ウェブサイトまたはアプリより予約決済 

３．Ｕ Ｒ Ｌ  https://cloak.ecbo.io/ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
海で遊ぶ間のお荷物預かりにも！ 三浦観光バス（三浦海岸駅より徒歩 1 分） 

https://cloak.ecbo.io/ja


【参  考】 

１．参加 10 団体の概要（弊社を除く） 

（1）scheme verge 株式会社 

イ．代 表 者  代表取締役ＣＥＯ 嶂南 達貴 

ロ．所 在 地  東京都文京区本郷３丁目28-10 柏屋ビル２ 2階/3階 

ハ．事業概要  データ駆動型エリアマネジメント事業 

（2）akippa 株式会社 

イ．代 表 者  代表取締役社長 ＣＥＯ 金谷 元気 

ロ．所 在 地  大阪府大阪市浪速区難波中２-10-70 なんばパークスタワー14F 

ハ．事業概要  駐車場予約アプリ「akippa」の運営 

（3）株式会社 AirX 

イ．創 業 者  代表取締役 手塚 究,取締役 多田 大輝 

ロ．所 在 地  東京都新宿区西新宿１－１－６ ミヤコ新宿ビル 12SHINJUKU718 

ハ．事業概要  旅行手配事業，航空運送代理事業 

（4）ecbo 株式会社 

   イ．代 表 者  代表取締役社長 工藤 慎一 

 ロ．所 在 地  東京都渋谷区恵比寿４-20-４ ガーデンプレイスグラススクエア B1 

 ハ．事業内容  店舗遊休スペースを使った荷物預かりプラットフォーム「ecbo cloak」の運営等 

（5）Carstay 株式会社 

イ．代 表 者  代表取締役 宮下 晃樹 

ロ．所 在 地  神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-15サクラビル502号 

ハ．事業概要  VANLIFE プラットフォーム「Carstay」の提供（バン・車中泊スポットシェア） 

（6）株式会社サンオータス 

イ．代 表 者  代表取締役社長 北野 俊 

ロ．所 在 地  神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目４番15号 太田興産ビル新横浜９Ｆ 

ハ．事業概要  モビリティサービス企業 

（7）シナネンモビリティ PLUS 株式会社 

イ．代 表 者  代表取締役社長 三橋 美和 

ロ．所 在 地  東京都港区三田三丁目５番27号住友不動産三田ツインビル西館６階 

ハ．事業概要  シェアサイクル事業 

（8）タイムズ２４株式会社 

イ．代 表 者  代表取締役社長 西川 光一 

ロ．所 在 地  東京都品川区西五反田２丁目 20 番４号 

ハ．事業概要  駐車場運営  

（9）タイムズモビリティ株式会社 

イ．代 表 者  代表取締役社長 川上 紀文 

ロ．所 在 地  東京都品川区西五反田２丁目 20 番４号 

ハ．事業概要  カーシェアリング運営，レンタカー運営 

（10）みうらレンタサイクル運営協議会 

イ．代 表 者  会長 草川 晴夫（一般社団法人三浦市観光協会会長） 

ロ．所 在 地  三浦市南下浦町上宮田1450－４ 

ハ．会  員  一般社団法人三浦市観光協会，株式会社三浦海業公社，株式会社三浦観光バス，

三崎観光株式会社，株式会社城ヶ島，三浦市，京急電鉄 

ニ．事業概要  レンタサイクル 



 

２．観光型ＭａａＳ「三浦 Cocoon」について 

（1）サービス開始 2020 年 10 月 22 日（木） 

（2）概要 

三浦半島地域の観光事業者や自治体，サポート企業など 88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。 

イ．観光客にとっての価値（Ｂ to Ｃ） 

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

ロ．事業者にとっての価値（Ｂ to Ｂ） 

  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ります。 

ハ．サイトＵＲＬ https://miuracocoon.com 

３．エリアマネジメント活動の概要について 

（1）目的 

  観光型ＭａａＳ「三浦 Cocoon」サービス開始に併せ 2020 年に発足した組織「三浦 CocoonFamily」の 

 活動を強化し，エリア別に分科会などの活動により，地域課題の解決とエリア価値の向上を目指していま

す。 

  本年３月に締結した「三浦市における地域資源を活用した観光活性化に関する連携協定」と同様 

 の取り組みを他のエリアでも推進し，当社は，「コミュニケーションハブ」として事業者間やエリア 

 間の連携施策推進や，観光型ＭａａＳプラットフォーム整備など地域全体の活性化に取り組んでいます。 

（2）活動内容 

 ・観光型ＭａａＳ「三浦 Cocoon」を基盤とした観光共同開発，相互誘客，観光ＤＸの推進 

 ・モビリティ，２次交通基盤共通整備による回遊性向上（シェアサイクル，カーシェア，駐車場 

  シェア，海上交通，オンデマンド交通，電動キックボード等） 

 ・宿泊施設，ワーケーション，２拠点居住など多様な滞在環境の整備 

 ・スタートアップ企業などの誘致，ＹＲＰ（横須賀リサーチパーク）との連携 

 ・農業漁業体験開発や地産品販路拡大など６次産業への取り組み 

 ・不動産の活用，共同開発等の検討（観光施設，就業，居住環境整備など） 

 ・エリア広域活性化イベントの企画運営 

 ・参加団体交流イベント，ハッカソンの実施運営（CocoonFamily MEETING） 

 

以  上 

https://miuracocoon.com

