
 
                       バスの定期券や各種割引などの地域独自サービスと、Suica エリア 

および Suica と相互利用を行っているエリアで利用可能な乗車券や 
電子マネーなどの Suicaのサービスが、1枚で利用可能な 2in1 カード 

 

 

2022年 1月 24日（ 月 ） 
 

報道関係各位 
 

岩手県北自動車株式会社 
代表取締役社長 松本 順 

 
 
 
 
 
 
 

この度、岩手県北自動車株式会社（以下、岩手県北バス）は、「地域連携ＩC カード 『iGUCA
（イグカ）』」のサービスを 2022 年２月 19 日（予定）から岩手県内の全路線で開始しますので、下
記の通りお知らせいたします。 
このたびの「iGUCA（イグカ）」サービス開始に伴い、精算方法がキャッシュレスになることに加えて、定

期券のサービス内容拡充や一般路線バスの乗り継ぎ割引などの新サービス提供を通して、お客様の利便
性向上を図ります。また、「iGUCA（イグカ）」でご乗車頂いた場合、ご利用区間運賃の３％が交通ポ
イントとして付与され、次回以降の運賃支払いに充当されます。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

地域連携 ICカード「 ｉｇｕｃａ（イグカ）」 
サービス開始のお知らせ 

地域連携 IC カード 
            (イグカ) とは・・・ 

～「iGUCA（イグカ）」の名称について～ 
・岩手の方言「いぐ（行ぐ）」と IC カード（ic CARD）を
組み合わせたもの。 

・カードデザインは、「行ぐか」と声を発しているイメージの
「吹き出し」の組み合わせで、わかりやすく親しみやすい印
象のデザインを採用しました。ロゴマークは、矢印に見立て
た G と駆け足をしているようなフォルムの A で、目的地へ
向かうイメージとしています。 

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 



 

１．「iGUCA」について 

 (1). 「iGUCA」の利用方法 
iGUCA内にチャージした Suica SF※で、バスや鉄道の運賃をお支払いいただけます。 
バス、鉄道に乗る時・降りる時にタッチするだけで、スムーズに乗降できます。 
また、電子マネーとして、お買い物にもご利用いただけます。 
※SF（ストアードフェア）とは・・・ＩＣカード内にチャージ（入金）された運賃等に使用できる金銭的価値のこと 

 

 (2). 「iGUCA」の種類 
種類 対象 運賃精算 特徴 

無記名式 iGUCA 
☆手続き不要 
★再発行不可 

一般 普通運賃を精算 手続き不要で、すぐ発券 

記名式 iGUCA※１ 
★手続き必要 
☆再発行可能 

一般 普通運賃を精算 手続きが必要ですが、再発行が可能 
割引精算するための操作がなくなり、お降り
の際もスムーズ 

小児 小児運賃を自動で精算 
障がい者 割引運賃を自動で精算※2 

※１「記名式 iGUCA」には氏名等の情報が登録されます。なお券面には、定期券区間や氏名等は印字されません。 
※2障がい者カードを iGUCA エリア以外でご利用の場合は、割引運賃を自動で精算されません。 

 

(3). 「iGUCA」が使えるエリア 
〇バス路線エリア 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                ※今後は東北各地を結ぶ中距離高速バスでの利用も計画中 

 〇「iGUCA」は、「Suica」及び「Suica」と相互利用が可能な全国交通系 IC カードが使えるエリア 
 （下図）や、交通系 IC カードの電子マネー加盟店で使用できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇Suica と相互利用が可能な全国交通系 IC カード(PASMOなど)も、iGUCA エリアのバスで使用できます。 

※「Suica」「odeca」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。 
※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※「manaca」「マナカ」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交
通開発機構の登録商標です。 

※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※「PiTaPa」は、株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。 
※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。 
※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。 

岩手県北バス 運行エリア 
  県央エリア（盛岡市・滝沢市・八幡平市・岩手町）） 
  沿岸エリア（宮古市・山田町・岩泉町） 
  県北エリア（一戸町・二戸市・九戸村・軽米町・葛巻町・久慈市 

・洋野町・野田村） 
  １０６急行線（宮古～盛岡間） 
  久慈こはく号（久慈～盛岡間） 



 (4). 「iGUCA」の発売金額 

発売額 
内訳 

※デポジットとは、新規発行及び再発行時に、お客様から 
お預かりする保証金のことです。 
カード返却時にはご返金いたします。 

チャージ金額 デポジット※ 
1000円 500円 

500円 
2000円 1500円 
3000円 2500円 
4000円 3500円 
5000円 4500円 

 

※iGUCA の発売及びチャージ可能な窓口につきましては、別表「iGUCA取り扱い窓口一覧」をご確認ください。 
  

(5). 「iGUCA」のチャージ（入金）可能場所 
iGUCA内に SFをチャージ可能な場所 

路 線 バ ス 車 内 運賃箱でチャージを行えます。 
事業者営業所及び窓口 窓口でチャージを行えます。 
コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア Suicaがチャージ可能なコンビニエンスストアで行えます。 
鉄 道 駅 全国相互利用の交通系 IC カード取扱い駅に設置されて

いる自動券売機等でチャージを行えます。 
      ※チャージは 1,000円単位で残額上限 2万円まで可能です。 
        

 

2．「iGUCA」のサービス内容詳細について 
    別紙をごらんください 
   

３．サービス開始日（予定） 
 

 2022年２月１９日（土）  
 

「iGUCA」の販売及び、バス車内での IC カードの使用を開始いたします。 
 

以上 
  

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
岩手県北自動車株式会社 乗合事業部 

担当︓荒屋敷・八木沢 
〒020-0124岩手県盛岡市厨川１丁目 17-18 

TEL︓019－641－1212  FAX︓019-641-7700 
E-mail︓noriai001＠iwate-kenpokubus.co.jp 



別表 

【iGUCA取扱い窓口一覧(予定)】 

会社名 販売所名 カード発行 
/チャージ 

定期券発行 住所 

岩
手
県
北
バ
ス 

盛岡駅前案内所 ○ ○ 岩手県盛岡市 

おでって案内所 ○ ○ 岩手県盛岡市 

盛岡営業所 ○ ○ 岩手県盛岡市 

盛岡南営業所 ○ ○ 岩手県盛岡市 

八幡平営業所 ○ ○ 岩手県八幡平市 

沼宮内支所 ○ ○ 岩手県岩手郡岩手町 

宮古駅前案内所 ○ ○ 岩手県宮古市 

宮古営業所 ○ ○ 岩手県宮古市 

山田支所 ○ ○ 岩手県下閉伊郡山田町 

一戸営業所 ○ ○ 岩手県二戸郡一戸町 

伊保内支所 ○ ○ 岩手県九戸郡九戸村 

久慈営業所 ○ ○ 岩手県久慈市 
 



地域連携ＩＣカード

２０２２年２月１９日（土）
発売・サービス開始！

岩手県北バスの路線バスで使えます!!

マークのある

全国の鉄道・バスでも
使える！

カードは２種類
種類 対象 運賃精算 特徴

無記名式
ｉＧＵＣＡ
●手続き不要
●再発行不可

一般 普通運賃を精算
手続き不要で
すぐ発行

記名式
ｉＧＵＣＡ
〇手続き必要
〇再発行可能

一般 普通運賃を精算 手続きが必要です
が再発行が可能
割引精算するための操作
が無くなり降りる際もス

ムーズです

小児 小児運賃を自動で精算

障がい者 割引運賃を自動で精算

※記名式iGUCAには氏名などの情報が登録されます。カード券面には氏名や定期券区間は印字されません。
※障がい者カードをiGUCAエリア以外でご利用の場合、割引運賃は自動で精算されません。

イ グ カ

（予定）

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

北海道から沖縄まで
1枚でOK

マークのある

コンビニや飲食店
などのお店でも
使える！



※カード新規発行・再発行の際にお客様からお預かりする保証金のことです。
※カード返却時にご返金いたします。

利用可能エリア

県央エリア（盛岡市・滝沢市・八幡平市・岩手町）
沿岸エリア（宮古市・山田町・岩泉町）
県北エリア（一戸町・二戸市・九戸村・軽米町・葛巻町

・久慈市・洋野町・野田村）
106特急・急行線（宮古～盛岡間）
久慈こはく号 （久慈～盛岡間）

※今後東北各地を結ぶ中距離高速バスでの
利用も計画中です。

ICカード「iGUCA」新規発売金額

発売額 チャージ金額
（利用可能額）

デポジット
（預り金）＊

1,000円 500円

500円

2,000円 1,500円

3,000円 2,500円

4,000円 3,500円

5,000円 4,500円

チャージ（入金）可能な場所

バス車内 運賃箱で行えます（運転士にお申し出下さい）

営業所・窓口 窓口で行えます

コンビニエンスストア Suicaのチャージが可能なコンビニで行えます

鉄道駅
全国相互利用の交通系ICカード取扱い駅に設置
されている自動券売機等で行えます。

※チャージは1,000円単位で残額上限20,000円まで可能です。

「Suica」などの全国相互利用サービス対象の交通系
ICカードが使えるエリアの交通機関でも利用可能！

全国相互利用サービス対象の交通系ICカードで
iGUCAエリアのバスに乗車することも可能です

岩手県北バス運行エリア

Charge!



ＩＣ定期券

券種 有効期間 内容

通勤定期

１ヶ月 □区間定期；2点間を利用可

□片道定期；2点間を片方向のみ利用可

□平日定期；平日のみ利用可（土休日は利用不可）

□は数定期；１ヶ月＋１日～６ヶ月＋29日まで
日数を指定して購入可

□２区間定期；離れた２区間の定期券を購入可

３ヶ月

６ヶ月

通学定期

１ヶ月

３ヶ月

６ヶ月

※記名式ｉＧＵＣＡには下記の定期券を発行することが可能です。

ＩＣカード化による新しいサービス

〇これまでよりも早い時期からの定期券発行が可能です。

〇紛失した際は再発行が可能になります。
※再発行には手数料とデポジットが別途必要になります。

種類 現行 ＩＣ対応後

新規定期券 使用前日から
１４日前から

継続定期券 ７日前から

〇乗り継ぎ割引制度の導入
一般路線バスを降車から乗車まで６０分以内に乗り継いだ場合、

２回目のバスの運賃額より大人８０円を割引して精算いたします。

ＩＣカード定期券化について

〇盛岡市内～盛岡大学間の通学用定額パスを発売
・適用期間…１ヶ月

・適用方法…定額パスの購入時に申込金をお支払いいただきます。
適用期間内は乗車の都度、割引運賃（定額）をチャージ残額
より引き去ります。



交通ポイント制度

〇iGUCAで乗車した場合、ご利用区間の運賃の３％を
交通ポイントとしてiGUCAカード内に付与します。

〔交通ポイントの利用〕
カード内に貯まった交通ポイントが
ご利用した区間の運賃と同額まで達
していた場合、自動的に交通ポイン
トを運賃支払いに充当します。

〔貯まっているポイントが200ポイントの場合〕

170円区間を
利用

220円区間を
利用

170ポイントを自動引き去り 30ポイント残

200ポイントは使用されません
ポイント
不足

200
ポイント

iGUCA取扱窓口（岩手県北バス）

盛岡駅前案内所 盛岡南営業所 宮古駅前案内所 一戸営業所

おでって案内所 八幡平営業所 宮古営業所 伊保内支所

盛岡営業所 沼宮内支所 山田支所 久慈営業所

お問い合わせ

岩手県北バス（岩手県北自動車株式会社）
インフォメーション 019-641-1212

バスの定期券や各種割引などの地域独自サービスと
Suicaエリア及びSuicaと相互利用を行っているエリ
アで利用可能な乗車券や電子マネーなどのSuicaの
サービスが1枚で利用可能な２in１カードです。


