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ＱＲコードを活用したデジタルきっぷサービスをスタート 

～発売 WEBサイト「きんてつチケット E モール」を開設～ 

 

近鉄では、QRコードを活用した便利でお得な４種類のデジタルきっぷを、本年３月１４日に発売開始し、

３月１７日からご利用いただけます。お客さまは、今回新たに開設する当社販売WEBサイト「きんてつチケ

ットEモール」でクレジット決済により、デジタルきっぷを購入し、各駅の自動改札機でスマートフォンのQR

コードをかざすことで、購入から利用までスマートフォンを使って、シームレスに旅行を楽しんでいただけま

す。本サービスでは、鉄道のほか、バスやレンタカー、志摩スペイン村などでもデジタルきっぷの利用が可能

となります。 

今回のデジタルきっぷでは、首都圏からのお客さまの玄関口となる近鉄名古屋駅を発駅として設定し、QR

コードリーダーを近鉄名古屋駅のほか、伊勢志摩エリアの伊勢市駅、宇治山田駅、五十鈴川駅、鳥羽駅、鵜方

駅、賢島駅（合計７駅）の自動改札機に設置します。 

今後、順次利用できる駅や施設を拡大するとともに、デジタルきっぷの種類も増やしていく予定です。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒543-8585 大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５ 

 

広報部 

【購 入】 

「きんてつチケット E モール」に 

アクセス 

SNS アカウントを利用して 

ログイン（新規登録） 

購入したいデジタルきっぷを 

選択・決済 

購入完了 

【利 用】 ＜鉄道利用＞ 

購入したデジタルきっぷから 

鉄道のチケットを選択し表示 

自動改札機に設置の 

QR コードリーダーにかざす 

＜バス・施設利用＞ 

購入したデジタルきっぷから 

利用する施設のチケットを選択し 

表示される画面を係員に提示 

 ※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの 

登録商標です。 
 

２０２２年３月１１日 

「きんてつチケット E モール」に 

アクセス 
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Ⅰ．QR コードを活用したデジタルきっぷサービスの概要 

１．発売開始日 ２０２２年３月１４日（月） １０時００分～ 

２．利用開始日 ２０２２年３月１７日（木） 

 ３．QR 対応エリア 

 近鉄名古屋駅、伊勢市駅、宇治山田駅、五十鈴川駅、鳥羽駅、鵜方駅、賢島駅の計 7 駅の一部の自動

改札機にＱＲコードリーダーを設置します。 

※このほか、松阪駅の有人改札口にＱＲコード読取機能を備えた専用端末を設置することで、QR コ

ードでの乗降可能駅とします。 

※対象駅は順次拡大していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．きんてつチケット E モールの開設 

 １．サイト名    「きんてつチケット E モール」 

 ２．開 設 日    ２０２２年３月１４日（月）１０時００分 

 ３．環  境    WEB ページとして開設します。アプリなどをダウンロード 

することなく利用いただけます。 

 ４．利用方法    サイトにアクセスし、新規登録・ログインのうえ利用いた 

だけます。 

ログインには Google、Apple、Twitter のいずれかのア  

カウントが必要です。 

５．決済方法    クレジットカード決済（Apple Pay、Google Pay を含む）  

 ６．そ の 他    今回発売する各デジタルきっぷは「きんてつチケット E モ 

           ール」内でのみ発売します。 

           デジタルきっぷには、特急料金は含まれていません。特急 

利用の際は、別途特急券が必要です。特急券の購入は、 

「インターネット予約・発売サービス」（チケットレス）を 

利用いただくと、デジタルきっぷと同様に、インターネット 

でいつでも購入することができます。 

 

 

※ Apple Pay は、米国および他国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

※ Google Pay は Google LLC の商標です。 

 

別紙 

 

自動改札機への 
QR コードリーダー設置写真 

きんてつチケット E モール 
トップ画面イメージ 
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Ⅲ．デジタルきっぷの内容 

近鉄名古屋駅から伊勢志摩エリアへの旅行等にお使いいただけるデジタルきっぷ４商品を、 

「きんてつチケットＥモール」（WEB）で発売します。 

 

 １．「伊勢神宮参拝デジタルきっぷ」 

 （１）発売期間   ２０２２年３月１４日（月）１０時００分～ 

※乗車日を指定のうえお買い求めいただけます。 

※購入は、乗車開始日の１カ月前から前日までです。 

 （２）利用期間   ２０２２年３月１７日（木）乗車開始分から 

 （３）有効期間   乗車開始日から連続３日間 

 （４）内  容   ①近鉄電車近鉄名古屋駅～フリー区間（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券 

           ②近鉄電車フリー区間（松阪駅～賢島駅）の乗り放題 

           ③三重交通バスの伊勢・二見・朝熊エリアの指定区間乗り放題  

           ④伊勢神宮内宮⇔伊勢志摩近鉄リゾートホテル直行バスのパールシャトル片道１回

乗車券 

           ⑤伊勢志摩の指定店舗でのオリックスレンタカー利用割引（約３０％割引） 

 （５）発 売 額   大人３，８００円、こども（小学生）１，９００円 

            ※特急料金は含まれていません。特急利用の際は、別途特急券が必要です。 

 

 ２．「志摩スペイン村満喫デジタルきっぷ」 

 （１）発売期間   ２０２２年３月１４日（月）１０時００分～ 

※乗車日を指定のうえお買い求めいただけます。 

※購入は、乗車開始日の１カ月前から前日までです。 

 （２）利用期間   ２０２２年３月１７日（木）乗車開始分から 

 （３）有効期間   乗車開始日から連続４日間 

 （４）内  容   ①近鉄電車近鉄名古屋駅～フリー区間（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券 

           ②近鉄電車フリー区間（松阪駅～賢島駅）の乗り放題 

           ③三重交通バス鵜方駅前（または賢島駅前）⇔志摩スペイン村の往復乗車券  

           ④志摩スペイン村パルケエスパーニャの１dayパスポート引換券 

           ⑤志摩スペイン村パルケエスパーニャ園内の飲食店舗で利用できる食事券 

            （大人・中高生・シニアは１，５００円分、こどもは５００円分） 

 （５）発 売 額   大人７，１００円、中高生・シニア６，６００円、こども（小学生）４，０００円 

            ※特急料金は含まれていません。特急利用の際は、別途特急券が必要です。 

 

 ３．「伊勢志摩レンタカークーポン付デジタルきっぷ」 

（１）発売期間   ２０２２年３月１４日（月）１０時００分～ 

※乗車日を指定のうえお買い求めいただけます。 

※購入は、乗車開始日の１カ月前から前日までです。 

 （２）利用期間   ２０２２年３月１７日（木）乗車開始分から 

 （３）有効期間   乗車開始日から連続３日間 

 （４）内  容   ①近鉄電車近鉄名古屋駅～フリー区間（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券 

           ②近鉄電車フリー区間（松阪駅～賢島駅）の乗り放題 

           ③伊勢志摩の指定店舗でのオリックスレンタカー利用割引（最大５５％割引） 

           ④オリックスレンタカークーポン１，０００円分 

           ⑤伊勢志摩スカイライン利用割引券（３０％割引） 

           ⑥記念ポストカード引換券 

 （５）発 売 額   大人３，８００円、こども（小学生）２，４００円 

            ※特急料金は含まれていません。特急利用の際は、別途特急券が必要です。 
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 （６）そ の 他   このデジタルきっぷの利用には、レンタカーの予約が必要です。事前に電話で 

レンタカーの予約を完了してから、きっぷを購入いただきます。 

（予約：オリックスレンタカー予約センター ０５９６-２８-０２９５ 

８時００分～２０時００分・年中無休。レンタカー予約は、利用日の 3 日前 

12 時００分まで。） 

 

 ４．「〈スタート記念！〉伊勢志摩往復デジタルきっぷ」 

（１）発売期間   ２０２２年３月１４日（月）１０時００分～ 

           ※２００枚の限定発売です。売り切れ次第発売を終了します。 

※乗車日を指定のうえお買い求めいただけます。 

※購入は、乗車開始日の１カ月前から当日までです。 

 （２）利用期間   ２０２２年３月１７日（木）乗車開始分から 

 （３）有効期間   乗車開始日から連続２日間 

 （４）内  容   近鉄電車近鉄名古屋駅～伊勢志摩エリア（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券 

            ※伊勢志摩エリアで利用いただける駅は、松阪・伊勢市・宇治山田・五十鈴川・ 

鳥羽・鵜方・賢島の各駅のみです。これ以外の駅では乗降できません。   

 （５）発 売 額   大人２，０００円、こども（小学生）１，０００円 

            ※特急料金は含まれていません。特急利用の際は、別途特急券が必要です。 

 

＜デジタルきっぷ一覧＞ 

 

 

Ⅳ．デジタルきっぷサービスについてのご案内ページ 

 サービスの概要、利用方法や各デジタルきっぷの詳細などは、ご案内ページから確認いただけます。 

 ご案内ページ URL（https://www.kintetsu.co.jp/senden/Railway/eticket/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名
伊勢神宮参拝
デジタルきっぷ

志摩スペイン村満喫
デジタルきっぷ

伊勢志摩レンタカークーポン付
デジタルきっぷ

〈スタート記念！〉伊勢志摩往復
デジタルきっぷ

発売期間 乗車開始日の１カ月前から当日

有効期間 乗車開始日から連続3日間 乗車開始日から連続4日間 乗車開始日から連続3日間 乗車開始日から連続2日間

大人3,800円
こども1,900円

大人7,100円
中高生・シニア6,600円

こども4,０00円

大人3,800円
こども2,400円

大人2,000円
こども1,000円

内容

①近鉄電車近鉄名古屋駅～フリー区間（松阪
駅～賢島駅）の往復乗車券
②近鉄電車フリー区間
（松阪駅～賢島駅）の乗り放題
③三重交通バスの伊勢・二見・朝熊エリ
　アの指定区間乗り放題
④伊勢神宮内宮⇔伊勢志摩近鉄リゾート
　ホテル直行バスのパールシャトル片道
　１回乗車券
⑤伊勢志摩の指定店舗でのオリックス
　レンタカー利用割引（約３０％割引）

①近鉄電車近鉄名古屋駅～フリー区間
（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券
②近鉄電車フリー区間
（松阪駅～賢島　駅）の乗り放題
③三重交通バス鵜方駅前（または賢島駅
　前）⇔志摩スペイン村の往復乗車券
④志摩スペイン村パルケエスパーニャの
　１dayパスポート引換券
⑤志摩スペイン村パルケエスパーニャ園
　内の飲食店舗で利用できる食事券
（大人・中高生・シニア１，５００円分
　こども５００円分）

①近鉄電車近鉄名古屋駅～フリー区間
（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券
②近鉄電車フリー区間
（松阪駅～賢島駅）の乗り放題
③伊勢志摩の指定店舗でのオリックス
　レンタカー利用割引（最大５５％割引）
④オリックスレンタカークーポン
　1,000円分
⑤伊勢志摩スカイライン利用割引券
　（３０％割引）
⑥記念ポストカード引換券

近鉄電車近鉄名古屋駅～伊勢志摩エリア
（松阪駅～賢島駅）の往復乗車券

※伊勢志摩エリアで利用いただける駅は、
　松阪・伊勢市・宇治山田・五十鈴川・
　鳥羽・鵜方・賢島の各駅のみです。
　これ以外の駅での乗降はできません。

※２００枚限定発売

発売額

※特急料金は含まれていません。特急利用の際は、別途特急券をお買い求めください。

乗車開始日の１カ月前から前日

【SDGs への貢献】 
新たな働き方・生産性の向上／利便性向上による観光振興（８．働きがいも経済成長も） 
鉄道営業のデジタル化の促進（９．産業と技術革新の基盤をつくろう） 

資源削減への貢献（１２．つくる責任つかう責任） 

 

近鉄グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

以 上 

https://www.kintetsu.co.jp/senden/Railway/eticket/

