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京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2022 年７月 20

日（水）から，スマートフォンで購入・利用できる，便利でおトクな「デジタルみさきまぐろきっぷ」

と「デジタル三浦半島まるごときっぷ」を観光型 MaaS「三浦 COCOON」で発売開始いたします。 

  

 今回のデジタル化に合わせ，「みさきまぐろきっぷ」は，三浦・三崎のまだまだお伝えしきれていな

い魅力的なアクティビティを発見していただくため，既存の「三浦・三崎おもひで券」では利用できな

かった「SUP 体験」や「陶芸体験」など，新たなアクティビティや非日常体験を「三浦・三崎おもひで券」

に“プラス”してお楽しみいただける「おもひで券 PLUS」利用と呈示優待割引可能な加盟店舗を８店舗

追加するリニューアルを実施します。 

「おもひで券 PLUS」の利用開始にあたり，「おもひで券 PLUS」ご利用のお客さまに期間限定で「京急

オリジナルタンブラー」プレゼントキャンペーンを実施いたしますので，この機会に三浦・三崎での特

別な体験をお楽しみください。 

また，新規加盟店舗として，三崎港エリアで地産メニューをお楽しみいただける「三浦・三崎おもひ

で券」加盟店舗を２店舗追加し，三浦・三崎ならではの魅力を発信いたします。 

さらに，「デジタルみさきまぐろきっぷ」「デジタル三浦半島まるごときっぷ」をはじめ，「デジタルよ

こすか満喫きっぷ」「デジタル葉山女子旅きっぷ」は，乗車開始駅に泉岳寺駅を選択でき，品川駅で途中

下車することなく，都心から三浦半島へのアクセス，利便性を更に向上いたしました。 

渋滞を気にすることのない鉄道を利用していただき，観光地ではレンタサイクルなどの二次交通を活

用いただくことで，安心・快適にマイクロツーリズムをお楽しみいただけます。 

  

「三浦 COCOON」は，「三浦半島のあたらしいすごしかた」を提案する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 団体からスタートし，参加団体数が 135 団体（2022 年７月 14 日時点）となり

ました。ご自宅からのアクセスや観光地での移動手段などマルチモーダル経路検索機能も充実し，スマ

ートフォンひとつで快適に三浦・三崎エリアの観光をお楽しみいただけます。 

詳細は，別紙のとおりです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「おもひで券 PLUS」で追加されるコンテンツイメージ 



別 紙 

「みさきまぐろきっぷ」のリニューアルとデジタル化について 

１．リニューアルおよびデジタルみさきまぐろきっぷ発売開始日  

2022 年７月 20 日（水）※通年発売 

 

２．リニューアル内容 

（1）【おもひで券 PLUS】について 

三浦・三崎おもひで券に追加料金で三浦・三崎ならではのアクティビティをお楽しみいただけます。 

  ※大人料金の税込価格。小児料金は異なります。 

※BAYSIDE SHARE 以外は要予約（三浦・三崎おもひで券を利用する旨をお伝えください） 

（2）乗車券の呈示での優待 

 みさきまぐろきっぷの乗車券をご呈示いただくことでサービスが受けられます。 

※各店舗とも要予約（三浦・三崎おもひで券を利用する旨をお伝えください） 

（3）新規加盟店舗 

 【三浦・三崎おもひで券】 

 店舗（メニュー名） 内容 エリア 

１ 3204 
温めた充麦のオリジナルデニッシュに 

ピスタチオジェラートとお好きな飲み物 

三崎港 

２ 山田酒店 ミサキポートエールビール（１本） 三崎港 

 

 

 

 

 

 店舗名 内容 増額 エリア 

１ BAYSIDE SHARE シェアオフィス（３時間） ＋500 円 三浦海岸 

２ うみかぜサイクル 

クロスバイク（３時間） ＋1,000 円 

 

三浦海岸 

キッズ用クロスバイク（３時間） ＋1,000 円 

電動クロスバイク（３時間） ＋1,100 円 

ロードバイク（３時間） ＋1,500 円 

３ S-RIDE SUP 体験 ＋2,500 円 三浦海岸 

４ 三富染物店 大漁旗染め体験 ＋2,500 円 三崎港 

５ 陶工房たまどろ 陶芸体験 ＋3,000 円 三浦海岸 

 店舗名 内容 優待内容 エリア 

１ ホーストレッキングフ

ァーム三浦海岸 

ホーストレッキング体験 

海岸外乗り初心者コース 

海馬初心者コース※夏季限定 

 

５％割引＋ 

お土産プレゼント 

三浦海岸 

２ 

みうらリゾート 

トゥクトゥク 

トゥクトゥク体験 

（２時間～） 
10％割引 

三浦海岸 

 

Van Cruise キャンピングカーレンタル ５％割引 三浦海岸 

３ KOAJIRO SUP Tours 三浦小網代湾 SUP ツアー 6,000 円の 300 円割引 油壺 



（4）発売価格の改定 

   リニューアルとデジタル化に伴い，発売価格を変更するとともに，発売駅に泉岳寺駅が選択できます。 

※変更後の発売価格は，発売駅により異なります。また，下記の金額はすべて税込となります。 

※発売額は一例です。（大人料金） 

 

３．デジタルみさきまぐろきっぷについて 

デジタルみさきまぐろきっぷは，各駅の券売機で発売する磁気乗車券と同様に，電車＆バス乗車券と，

三浦・三崎エリアの食事券，施設利用券がセットになった日帰りで手軽に楽しめるおトクなきっぷ。 

アプリ等のダウンロードが不要な観光型 MaaS「三浦 COCOON」ＷＥＢサイトから事前に購入すること

ができます。 

（1）名   称  デジタルみさきまぐろきっぷ 

（2）乗 車 開 始 駅   京急線各駅（三崎口駅を除く） 

（3）有効期間   利用開始日当日限り ※利用開始が可能な期間は，購入日から３か月以内 

（4）購入方法  観光型 MaaS「三浦 COCOON」ＷＥＢサイトの「おトクなきっぷ」購入画面にアクセス 

（https://miuracocoon.com/tickets/）し，利用人数・乗車開始駅を選択して購入 

（クレジット決済）できます。 

         ※本チケットサービスは，ジョルダン株式会社による「ジョルダンモバイルチケット」 

のシステム基盤を利用しています 

（5）利用方法  ご購入後，旅行開始前に，画面の「利用開始」ボタンを押してからご乗車ください。 

※「利用開始」を押した後は，払い戻しできませんのでご注意ください 

（6）きっぷの内容 

     ・電車乗車券（ゆき・かえり） 

      発売駅から三崎口駅間の往復割引乗車券 

※画面を改札口の駅係員に提示してください 

・バス乗車券 

      指定区間フリー乗車券 

※画面をバス乗務員に提示してください 

・まぐろまんぷく券 

・三浦・三崎おもひで券（またはおもひで券 PLUS） 

それぞれ，みさきまぐろきっぷ加盟店舗の 

メニューから一つずつお選びください 

（１名様それぞれ１回限り有効） 

※画面を加盟店舗のスタッフに提示してください 

（スタッフがご案内します） 

発売駅 
現行発売額 

（磁気乗車券版） 

みさきまぐろきっぷ 

（磁気乗車券版） 

デジタル 

みさきまぐろきっぷ 

（デジタル版） 

デジタル版 

おトク分 

泉岳寺 ― ― 3,660 円 ― 

品川 3,570 円 3,760 円 3,660 円 100 円 

横浜 3,480 円 3,670 円 3,570 円 100 円 

上大岡 3,360 円 3,470 円 3,450 円 20 円 

京急久里浜 3,160 円 3,240 円 3,230 円 10 円 

画面イメージ 

https://miuracocoon.com/tickets/


 

４．【おもひで券 PLUS】プレゼントキャンペーンについて 

「おもひで券 PLUS」ご利用の方に期間限定で「京急オリジナルタンブラー」をプレゼント 

（1）期  間 2022 年７月 20 日（水）から９月 20 日（火）まで 

（2）商  品 京急オリジナルタンブラー（先着 300 名様） 

        ※無くなり次第終了 

（3）受取場所 「おもひで券 PLUS」の提供の５施設 

 

 

「三浦半島まるごときっぷ」の発売価格変更&デジタル化について 

 

１．三浦半島まるごときっぷの発売価格変更について 

   2022 年７月 20 日（水）のデジタル三浦半島まるごときっぷの発売に伴い，発売価格を変更するとと

もに，発売駅に泉岳寺駅を選択できるようになります。 

※変更後の発売価格は，発売駅により異なります。また，下記の金額はすべて税込となります。 

※発売額は一例です。（大人料金） 

２．デジタル三浦半島まるごときっぷについて 

デジタル三浦半島まるごときっぷは，各駅の券売機で発売する磁気乗車券版と同様に，電車＆バス乗

車券と，三浦半島エリアのそれぞれ約 90店舗から選べる「お食事券」，「施設利用 or お土産券」がセッ

トになった２日間三浦半島を楽しめるおトクなきっぷです。アプリ等のダウンロードが不要な観光型

MaaS「三浦 COCOON」ＷＥＢサイトから事前に購入することができます。 

（1）名   称  デジタル三浦半島まるごときっぷ 

（2）乗 車 開 始 駅   京急線各駅 

（3）有効期間   利用開始日当日から連続する２日間  

※利用開始が可能な期間は，購入日から３か月以内 

（4）購入方法  観光型 MaaS「三浦 COCOON」ＷＥＢサイトの「おトクなきっぷ」購入画面にアクセス 

（https://miuracocoon.com/tickets/）し，利用人数・乗車開始駅を選択して購入 

（クレジット決済）できます。 

※本チケットサービスは，ジョルダン株式会社による「ジョルダンモバイルチケット」 

のシステム基盤を利用しています 

（5）利用方法  ご購入後，旅行開始前に，画面の「利用開始」ボタンを押してからご乗車ください。 

※「利用開始」を押した後は，払い戻しできませんのでご注意ください 

 

発売駅 
現行発売額 

（磁気乗車券版） 

三浦半島まるごと 

きっぷ 

（磁気乗車券版） 

デジタル 

三浦半島まるごと 

きっぷ 

（デジタル版） 

デジタル版 

おトク分 

泉岳寺 ― ― 4,660 円 ― 

品川 4,660 円 4,760 円 4,660 円 100 円 

横浜 4,250 円 4,350 円 4,250 円 100 円 

上大岡 4,130 円 4,230 円 4,130 円 100 円 

金沢文庫以南 3,980 円 4,080 円 3,980 円 100 円 

京急オリジナルタンブラー 

イメージ 

https://miuracocoon.com/tickets/


（6）きっぷの内容 

     ・電車＆バス乗車券（２日間） 

      発売駅から金沢文庫駅間の往復割引乗車券 

      金沢文庫以南のフリー区間 

※画面を改札口の駅係員に提示してください 

・バス乗車券 

      指定区間フリー乗車券 

※画面をバス乗務員に提示してください 

・お食事券（約 90 店舗） 

・施設利用 or お土産券（約 90 店舗） 

それぞれ，みさきまぐろきっぷ・葉山女子旅きっぷ 

・よこすか満喫きっぷの加盟店舗の 

メニューから一つずつお選びください 

（１名様それぞれ１回限り有効） 

※画面を加盟店舗のスタッフに提示してください（スタッフがご案内します） 

〈参 考〉 

１．みさきまぐろきっぷについて 

（1）概  要 

2009 年に発売を開始し，発売駅から逗子・葉山駅までの京急線往 

復割引乗車券と三浦・三崎エリア指定区間の京急バスフリー乗車券， 

「まぐろまんぷく券」および「三浦・三崎おもひで券」がセットに 

なった，三浦・三崎エリアを１日楽しめるきっぷ。京急線各駅 

（泉岳寺駅・三崎口駅を除く）で発売しております。デジタルきっぷ 

は泉岳寺からもご購入いただけます。 

（2）ホームページ 

https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/otoku_maguro/ 

２．三浦半島まるごときっぷについて 

（1）概  要 

2020 年 10 月に発売を開始し，発売駅から金沢文庫駅までの京急線 

往復割引乗車券と金沢文庫駅以南の電車フリー区間と三浦半島 

エリア指定区間の京急バスフリー乗車券の２日券，「お食事券」 

および「施設利用 or お土産券」がセットになった，三浦半島 

エリアを２日間楽しめるきっぷです。京急線各駅（泉岳寺駅を除く） 

にて発売しております。 

※デジタルきっぷは泉岳寺からもご購入いただけます。 

（2）ホームページ 

https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/marugoto/ 

２．観光型 MaaS「三浦 COCOON」について 

国土交通省「日本版 MaaS 推進・支援事業」に令和３年度，令和４年度と２年連続で選定された観光

型 MaaS「三浦 COCOON」（https://miuracocoon.com/）は，エリアマネジメント組織「COCOON ファミ

リー」に参加する三浦半島地域の観光事業者など 135 団体（2022 年７月 14 日時点）が半島全体で連

携して「エリアマネジメント」と「すごしかた提案」に取り組む MaaS プラットフォームとして，2020

年 10 月にサービスを開始しました。 

以  上 

画面イメージ 

https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/otoku_maguro/
https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/marugoto/
https://miuracocoon.com/

