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地域連携ＩＣカード 「ｎ ｏ ｌ ｂé（ノルベ）」 

サービス開始日及びサービス内容について 

この度、株式会社群馬バス（群馬県⾼崎市 代表取締役社⻑︓御園⽣ 知之）、群馬中央バス
株式会社（群馬県前橋市 代表取締役︓関根 福寿）、日本中央バス株式会社（群馬県前橋
市 代表取締役︓⼾塚 博惠）、日本中央交通株式会社（群馬県⾼崎市 代表取締役︓諸井 
昌代）、永井運輸株式会社（群馬県前橋市 代表取締役︓永井 豊）、株式会社矢島タクシー
（群馬県太⽥市 代表取締役︓矢島 正弘）、上信電鉄株式会社（群馬県⾼崎市 代表取締
役社⻑︓⽊内 幸⼀）、群馬県バス事業協同組合（群馬県前橋市 理事⻑︓関根 福寿）は、
2022 年 3 月 12 日（⼟）に「地域連携 IC カード『nolbé（ノルベ）』」のサービス開始を決定しまし
たので、別添のとおり、サービス内容をお知らせいたします。 
 





• 2022年3月12日（土）より、nolbéの販売及びバス車内でのICカードの使用を開始します。

● サービス開始日

● 運賃支払い

● 定期券

● カードの種類

● ポイントサービス等

● nolbéとは

• 記名式 nolbéには、下記の定期券を発行することが可能です。

• バスの定期券とJR東日本が発売する鉄道定期券を１枚にまとめる事もできます。

• nolbéには「無記名式」と、紛失しても再発行が可能な「記名式」の２種類があります。

種類 対象 発売箇所 再発行 個人情報の登録

無記名式
nolbé

どなたでも
ご利用可能です。

nolbé
取扱窓口

×
必要

ございません。

記名式
nolbé

一般
nolbé

取扱窓口
○

氏名・性別・生年月日・年齢・
電話番号の登録が必要です。

小児

障がい者

券種 期間 内容
発行

新規 継続

通勤定期

1、3か月

指定区間内を期間中、繰り返し乗車
できます。

7日前
から

14日前
から

通学定期

学期定期
（群馬バスのみ）

1、2、3学期

※  前橋・高崎市内の均一運賃地域内で使える共通定期券は、引き続き紙式定期券での発売になります。
※  日本中央交通株式会社が運行する路線は、nolbéの定期券発行に対応していません。

• 高齢者を対象にした新しいサービスを自治体で検討中です。詳細は決まり次第お知らせいたします。

なお、通常のご利用に対するポイントはございません。

• 群馬県内の指定路線バスの他に、Suicaエリアおよび Suicaと

相互利用を行っている全国の交通機関でご利用いただける交通

系ICカードです。また、Suicaの電子マネー機能も有している

ので、全国のコンビニ等のお店でもご利用いただけます。

• 読み取り機にタッチするだけなので、ご利用らくらく！小銭の

心配もいりません。

• 名称は、群馬県の方言「乗るべぇ」から「nolbé（ノルベ）」と

命名しました。

• nolbé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。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、運賃として使用できる金銭的価値のことです。

片道定期、端数定期、平日定期、
乗継定期等の設定もございます。

導入各社により、設定の有無が
異なりますので、詳細は nolbé
取扱窓口までお尋ねください。



nolbé
運行エリア

路線

群馬バス

イオンモール高崎～群馬支所～箕郷線、 イオンモール高崎～長岡～榛東村役場線
安中駅～安中市役所線、 高崎～里見～権田線、 高崎～イオンモール高崎～榛東村役場線
高崎～イオンモール高崎線、 高崎～井出～榛東村役場線、 高崎～沖白川橋～箕郷線
高崎～岩氷～権田線、 高崎～経済大学前線、 高崎～水沢～伊香保線
高崎～板鼻・新島学園～安中市役所線、 高崎～浜川～箕郷線、 高崎～本郷～室田線
高崎～本郷～榛名湖線、 高崎～里見～室田線、 高崎駅東口～日赤病院線、 室田～岩氷～権田線
室田～大番道～権田線、 渋川駅～上の原～伊香保線、 前橋～金古～箕郷線
前橋～県庁・中央大橋～イオンモール高崎線、 前橋駅～日赤病院線、 箕郷～貸切バスセンター線
高崎駅～城山団地～南陽台線、 伊香保～榛名湖～榛名湖温泉ゆうすげ線、 水沢シャトルバス
箕郷～渋川駅線、 高崎問屋町駅～経大附属高校線

群馬中央バス
伊勢崎駅～三光町～県立女子大線、 伊勢崎駅～文化会館～スマーク線
伊勢崎市民病院北～日赤病院線、 群大病院～高崎駅前線、 県立女子大学～病院～伊勢崎駅線
高崎駅前～上滝～県立女子大学線、 前橋駅前～芝塚～高崎駅前線、 新前橋駅西口線

日本中央バス
広瀬線、 総社線、 高崎駅～大胡駅線、 高速バス（東京線・空港線（予定））
城南運動公園線、 富士見線、 川曲線、 榛東線、 吉岡線、 シャトルバス

日本中央交通
渋川温泉～渋川スカイランドパーク線、 北橘循環線
伊香保タウンバス1号線、 伊香保タウンバス2号線

永井運輸
前橋大島駅線、 新町玉村線、 下川団地線、 東大室線、 荻窪公園線、 嶺公園線
マイバス西循環線、 マイバス東循環線

矢島タクシー Ｏｔａ－Ｃｉｔｙシャトル５００、 太田駅南口～イオンモール太田線

上信電鉄 高崎駅～前橋駅線、 高崎駅～鶴辺団地線

Suica・PASMO
運行エリア

路線

関越交通

前橋駅～群馬大学荒牧～渋川駅線、 前橋駅～群大病院・南橘団地・群馬大学荒牧線
前橋駅～敷島公園BT～川原町北～総合スポーツセンター線
けやきウォーク前橋～前橋駅～富士見温泉～赤城山VC線
けやきウォーク前橋～前橋駅～前橋公園（グリーンドーム前橋）線
前橋駅～関越交通前橋営業所線、 前橋駅～金古王塚台団地線、 前橋駅～土屋文明文学館線
マイバス南循環線、 マイバス北循環線、 高崎駅～イオンモール高崎～群馬温泉～渋川駅線
渋川駅～伊香保温泉線、 渋川駅～赤城自然園線、 渋川駅～渋川医療センター線
渋川温泉～渋川駅～りんご団地線、 渋川駅～青葉台団地～りんご団地線
渋川駅～神田原・祖母島線、 伊香保タウンバス3号線、 渋川駅～小野上温泉線
渋川駅～桜の木線、 渋川駅～深山線、 渋川駅～勝保沢線、 渋川駅～南柏木線
中之条駅～四万温泉線、 中之条駅～沢渡温泉線
上毛高原駅～水上駅～谷川岳ロープウェイ駅・湯の小屋線
上毛高原駅～沼田駅～老神温泉～鎌田～尾瀬戸倉・大清水線
沼田市保健福祉センター前～沼田駅～上毛高原駅～猿ヶ京線
鎌田～日光白根山ロープウェイ～湯元温泉線
中之条駅・吾妻中央高校・日赤病院～原町駅～大戸～さかうえ線

朝日自動車 熊谷駅～妻沼仲町～太田駅線、 熊谷駅～妻沼仲町～西矢島、 熊谷駅～妻沼仲町～西小泉駅線

ジェイアールバス関東 長野原草津口～上州大津～草津温泉線、 草津温泉～殺生河原～白根火山線

西武観光バス 軽井沢駅～万座バスターミナル線、 軽井沢駅～仙之入～草津温泉線

● ご利用エリア（路線バス）

※ 「Suica」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。
※ 「nolbé」は群馬県バス事業協同組合の登録商標です。

nolbé運行エリア
●前橋・高崎・渋川地区
群馬バス・群馬中央バス・日本中央バス・日本中央交通・
永井運輸・上信電鉄が運行する一般路線バス（一部除く）※

●太田地区
矢島タクシーが運行する一般路線バス（一部除く）※

●高速路線バス
日本中央バスが運行する次の高速路線バス：東京線・空港線（予定）

※ 次の路線では、ご利用できません。
高崎市「ぐるりん・はるバス・高崎アリーナシャトル」
玉村町「たまりん」、太田市「シティライナーおおた」
千代田町・大泉町「あおぞら」、邑楽町「おうらタウンバス」
群馬バス：伊香保タウンバス4号線、安中市役所～嶺～松井田支所線

箕郷～駒寄・はるな郷線、間野～里見小学校線
権田～月並～新開入口・はまゆう山荘線

日本中央バス：奥多野線

関越交通
運行エリア

朝日自動車
運行エリア

ジェイアールバス関東
運行エリア

西武観光バス
運行エリア

• nolbé運行エリアのほか、Suica・PASMO が使えるエリアの路線バスでもご利用可能です。

nolbé運行エリア



※  受付時間は、いずれも平日（月～金）9 : 00～17 : 30
※  上信電鉄株式会社運行の路線バスは2022年4月1日より株式会社上信観光バスへ移管されます。

窓口の場所やお問い合わせ電話番号に変更はありません。

● 取扱窓口

● お問い合わせ先

● チャージ（入金）可能箇所

● カード発行元

高崎営業所

TEL

営業部乗合バス課

TEL

運行部

TEL

箕郷総合バスセンター

TEL

前橋営業所

TEL

運行部

TEL

岩瀬川営業所

TEL

会社名 発売所名 取扱可能な定期券会社

駅案内所

前橋駅バス案内所
群馬バス・群馬中央バス・日本中央バス・

永井運輸・上信電鉄

高崎駅バス総合案内所 群馬バス・群馬中央バス・上信電鉄

群馬バス
総合バスセンター（箕郷営業所）

群馬バス
榛名営業所

群馬中央バス 前橋営業所 群馬中央バス

日本中央バス 前橋バスセンター 日本中央バス

永井運輸
本社

永井運輸
前橋営業所

矢島タクシー
本社

矢島タクシー
岩瀬川営業所

上信電鉄 高崎営業所 上信電鉄

• nolbéは、以下の取扱窓口で発売・チャージ・定期券のお取り扱いをいたします。

● 発売額

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

10,000円 9,500円

20,000円 19,500円

※  デポジットとは、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。カード返却時に取扱窓口にて
返金いたします。

営業所・窓口
前橋・高崎・太田地区の
nolbé取扱窓口

鉄道駅 自動券売機・チャージ機

コンビニ コンビニ内のレジ・セブン銀行ATM

バス車内 運賃箱で行えます。

※  上限20,000円まで繰り返しご入金できます。
※  自動券売機は、Suicaエリアをはじめとした全国相互利用

エリア内にある駅、またはJR東日本の新幹線停車駅に設置
の機器に限ります。


