
別紙 伊勢まるごときっぷの説明 

Horai アプリの機能(AI 旅程作成含む)を使って[伊勢まるごときっぷ]を楽しもう！ 

 

●「伊勢まるごときっぷ」の利用方法 

ご旅行前の観光スポット探しに！ 
伊勢エリアだけで 400 近くの豊富なスポット情報があり、ご旅行で行きたいスポットを見つけるのに便
利です。その他にも、伊勢市の混雑状況案内、オーディオガイド ON THE TRIP、シェアカーを提供す
る TOYOTA SHAREなど、他社のサービスもご案内しています。 

 

①スマートフォンアプリ Horai をインストールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horai (ホーライ ) 直感的な旅先探し・スマート旅行 

iOS・・・https://apps.apple.com/app/id1444908190 

Andoroid・・・https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schemeverge.horaiapp 

伊勢外宮参宮みやげ 
「抗菌マスクケース」 

タブ タブ 

2DAY 伊勢まるごときっぷ 

￥3,850 税込 
利用有効期間:2022.12.1～

2023.2.28 

 

2DAY 伊勢まるごときっぷ(伊勢まちづ
くり株式会社) 

￥3,850 税込 
利用有効期間:2022.12.1～

2023.2.28 

 

②ストアタブで「伊勢まるごときっぷ」 
を選択します 

③[購入手続き]に進みます 
※クレジットカードで購入できます 

⑤利用したいチケットの 
[読み取る]を選択してください 

２ 

④購入済一覧タブで[伊勢まるごときっぷ]
を選択してください 

⑥NFC 読み取りシートに近づけます ⑦読み取り後、決済画面が表示されます 

https://apps.apple.com/app/id1444908190
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schemeverge.horaiapp


●読み取りシート 

A5 サイズのパネル・シートが、各参画店舗、路線バス降車口に設置されています。 

    

 

 
 

②特典内容 

下記の指定窓口にて「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」のチケット画面を提示することで、「観光施設割引

券」と交換できます(乗車適用日のみ)。 

○取扱窓口：宇治山田駅前、伊勢市駅前、内宮前、鳥羽バスセンターの乗車券発売窓口 

○割引対象施設 

伊 

勢 

市 

神宮徴古館・農業館 大人入館料 200 円割引 

神宮美術館 大人入館料 200 円割引 

おかげ座 神話の館 入館料 15％割引 

お伊勢まいり資料館 大人入場料 20％割引 

伊勢河崎商人館 入館料 10％割引 

伊勢シーパラダイス 
一般料金より大人 100 円割引/小人(小中学生)50 円割引/幼児(4 歳以上)20 円割引 
※シニア(65 歳以上)は割引対象外/その他割引サービスとの併用不可 

伊勢忍者キングダム 入場料 10％割引 

マコンデ美術館 入館料 20％割引 

伊勢市駅・宇治山田駅 
手荷物預かりサービス 

預かり料 10％割引 

伊勢志摩スカイライン 
朝熊山頂展望台 山頂売店 

朝熊山頂売店にて天空のポストオリジナルカードプレゼント 

伊勢神宮内宮前 岩戸屋 
店内 5％割引(一部除外品あり) 
※店内サービスカウンターへお越しください。割引券をお渡しします。 

森下酒店伊勢神宮前店 
かりんとーを税込 1,000 円以上購入で、好きなかりんとー1 個(70g)プレゼント 
(伊勢志摩かりんとーは地元の厳選素材を使用したこだわりのかりんとうです) 

五十鈴勢語庵 
二見浦岩戸の塩ようかんお買い上げで料金の 5％割引 
二見の縁起物「二見無事かえる」プレゼント 

 

●「伊勢鳥羽みちくさきっぷ」 

①利用範囲 

・伊勢・鳥羽エリア全域で乗車可能(下記の対象外路

線を除く)です。 

※対象外路線：高速鳥羽大宮線、津伊勢空港連絡線

(伊勢市駅～空港アクセス港間含む)、パールシャト

ル線、市町村コミュニティバス（鳥羽市かもめバス

一部除く） 

・1 日(1DAY)と 2 日(2DAYS)で一部フリー区間が異

なるため、ご注意下さい。 

・※「伊勢まるごときっぷ」ではすべて大人料金での

設計となっています。 

 

各クーポンの参画店舗に設置されたタッチパネル 路線バス[降車口]のタッチ
パネル 



地区 № 施設名 消費枚数 内容 写真

1 伊勢市駅手荷物預かり所
特別クーポン

1枚

「レンタルサイクル100円引き」

※レンタサイクル100円引きチケット

 を使用します。

2 へんばや商店 伊勢市駅前店 1枚 へんば餅3個

3 伊勢豆徳 1枚 テトラ竹炭豆8g 10袋入り

4 伊勢外宮参道料理店 鉄饌 1枚
ランチ800円以上、ディナー3000円以上お

食事の方ソフトドリンク 1杯

5 ほぐし処 よいとこせ 1枚
3000円以上のリラクゼーションメニュー

10%割引

6 三ツ橋ぱんじゅう 2枚 ぱんじゅう こしあん3個

7 駒屋 1枚 手相鑑定と人生相談

8 山村みるくがっこう 外宮前店 1枚 みるくなキャンディ（8粒入り）

9 伊勢角屋麦酒 外宮前店 2枚 お好きなビール2種 飲み比べ

10 木下茶園 外宮前店 1枚

・伊勢抹茶フローズン

・ ほうじ茶フローズン

どちらか200円割引 売り切れ次第終了

11 宮忠 外宮前本店 2枚 茅の輪

12 マザーフルーツ 1枚
※12月第3・4週は利用不可

神宮白石クッキー4個

13 果寮 伊勢 藤次郎 2枚 えびたま6個

外

宮

編

●「お伊勢さんまち歩きクーポン」(5枚900円)の利用施設概要及びサービス利用枚数(令和4年11月24日時点)



14 船元直送居酒屋 満船屋 1枚 三重の地酒おちょこ1杯

15 AMAMILIVING 1枚 ランチ200円割引

16 O２(otobe) 1枚 otobeおすすめ！スイーツ１品

17 虎屋ういろ 本店 1枚 ・ういろ ・虎虎焼 どちらか200円割引

18 サンドウィッチ ほうの木 1枚 フルーツを包んだラップサンド

19 伊勢・麻福 1枚 店内商品10％off（一部対象外あり）

20 ギャラリーしろちどり 1枚
伊勢模様「すること帖」or伊勢和紙えはが

き

21 伊勢まちづくり株式会社 1枚 伊勢外宮参宮みやげ「抗菌マスクケース」

22 一升びん 伊勢内宮店 1枚 店内でお召し上がりの方200円割引

23 勢乃國屋 1枚
神都カフェアイス or ホット ＋「 神代

餅」 １個テイクアウトのみ

24 太閤餅 1枚 太閤出世餅2個

25 伊勢人力車光勢屋 1枚 見つけたら！！乗車体験＋写真が撮れる

26 二光堂 寶来亭 1枚
お食事された方ソフトドリンク1杯サービ

ス

27 岩戸屋 1枚
五十鈴食堂にてお食事200円割引一部除外

品あり



28 伊勢コロッケ道場 1枚

・特撰黒毛和牛メンチカツ

・トリプルチーズメンチカツ

どちらか200円割引

29 ゑびや商店 1枚
名物あわび串1本 650円（通常は850円の

ところ）

30 二光堂 一楽亭 1枚 伊勢うどん１杯 ２５０円

31
天埜真珠 おはらい町店・伊勢

店
1枚 真珠製品10％割引

32 伊勢くすり本舗 1枚 萬金飴の試食 ＋ おはらい丸

33 山村みるくがっこう 内宮前店 1枚 みるくなキャンディ（8粒入り）

34 カップジュビー 1枚 200円割引

35 着物レンタル 夢小町 伊勢店 1枚
着物（浴衣）レンタル料金定価の30%OFF

（他のサービスとの併用はできません）

36 松治郎の舗 伊勢おはらい町店 1枚 ミニハニレモジュース

37 虎屋ういろ 内宮前店 1枚 ・ういろ ・虎虎焼 どちらか200円割引

38 川西屋 1枚
店内の商品200円割引※玉子焼きは土日祝

のみ

市

内
39 朝熊山頂売店 1枚 伊勢志摩コーヒー

内

宮

編



地区 № 施設名 消費枚数 内容 写真

1 伊な勢 1枚

【要予約】月コース（税込3,300円）のご料金で伊

な勢（税込4,400円）コースにお得にグレードアッ

プ

2 伊勢河崎商人館 1枚

【要予約】伊勢河崎商人館 入館料＋ガイドツ

アー＋エスサイダー＆エスサイダー絵はがきをプ

レゼント

3 茶房 河崎蔵 1枚

河崎デザートコーヒーセット（中村さんのコー

ヒー＋シフォンケーキ＋山村さんのソフトアイ

ス）

4 伊勢河崎 町家とうふ萬来 2枚
【チケット2枚利用特典】河崎御膳＋手作り豆腐

体験

5 和具屋商店 1枚
伊勢河崎 歴史コレクション蔵見学＋瀬戸物1,000

円分プレゼント

6 汐湯・おかげ風呂舘 旭湯 1枚

お伊勢さんコース（入泉、遠赤サウナ、レンタル

タオル、洗面セット）＋お風呂上がりのドリンク

（150円以内）＋来舘記念プレゼント

7 博物花屋マニエラ 3枚
【チケット3枚利用特典】フレッシュフラワーの

アレンジメント

8 月の魚 1枚
nani IRO手ぬぐい＋ポストカードorガーゼはんか

ち３枚セット

9
伊勢蒲鉾の若松屋

河崎本店
1枚

【要予約・2名様以上限定】箸作り体験＋魚の形

の笹かま付きorおかげ横丁で人気の揚げたて【た

こ棒・チーズ棒・ひりょうず】

10 酒徳昆布 1枚 おぼろ昆布削りの見学と伊勢土産の進呈

河

崎

地

区

●「伊勢の台所 河崎蔵まちへの招待状」(3枚3080円)の利用施設概要及びサービス利用枚数(令和4年11月24日時点)



地区 № 施設名 消費枚数 内容 写真

1 二見茶屋 夢佳 1枚 郷土料理わかめの佃煮

2 扇屋 1枚 めかぶをプレゼント

3 旭家 酒素饅頭製造本舗 1枚 酒素饅頭４つ

4 ル・シノワ花栞 1枚
【お食事された方限定】ソフトドリンク一杯

サービスまたは、300円引き

5 かどふさ物産店 1枚 猿田彦珈琲1杯プレゼント＋店主の二見雑学

6 阪本物産 1枚
二見夫婦ハマグリ貝殻絵付け細工プレゼント

（飾り台は別料金100円）

7 大洋堂 2枚
【チケット2枚利用特典】伊勢 二見ヶ浦ノ潮

みそぎのゆ入浴剤＋蛙のお守り

8 五十鈴勢語庵 1枚 汐風3個と無事カエル

9 くうや茶屋餅 鈴木観助本舗 1枚 くうや茶屋餅３個

10 賓日館 1枚 入館料

11 まるはま 1枚
岩戸の塩 ソフトクリーム もしくは300円割

引

12 伊勢夫婦岩めおと横丁 1枚 めおとクーポン（館内利用券）100円分×3枚

13 三重県真珠 1枚 アコヤ真珠取出し体験1貝無料

●「伊勢二見まち歩きクーポン」(4枚1100円)の利用施設概要及びサービス利用枚数(令和4年11月24日時点)

二

見

地

区


