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伊豆箱根鉄道グループ

「イケメンシリーズコラボ」について
伊豆箱根鉄道グループ（本社：静岡県三島市、代表取締役社長：伍堂 文康）は、株式会社サイバード（本社：
東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：本島 匡）が手掛ける、女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の５タ
イトル「イケメン戦国◆時をかける恋」、「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」、「イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋
の誘惑」、「イケメン源氏伝 あやかし恋えにし」、「イケメン王子 美女と野獣の最後の恋」と 10 月 15 日（金）～翌
年５月 31 日（火）の期間、下記のとおりコラボ企画を実施します。
当社の制服を着たキャラクターがデザインされた電車やタクシーの運行や、乗車券の発売、スタンプラリーの開
催、グッズ販売などのコラボ企画を行ないます。
今回は、当社のほかに沿線の５つの観光施設とスタンプラリーで連携し、ファンの方が大好きなキャラクターと伊
豆を旅する気分が味わえるコラボ企画になっています。
「イケメンシリーズ」とは？
全世界シリーズ累計会員数 3,500 万人を超える大人気恋愛ゲームアプリシリー
ズ。2012 年より配信をスタートし今年で９周年を迎えます。現在ではシリーズ 12 タ
イトルに渡り、女性を中心に国内外で人気のシリーズとなっています。
各シリーズはそれぞれコンセプトが異なり、ユーザー個々の趣味嗜好に合わせ
てさまざまなキャラクターやストーリー展開で恋愛を楽しんでいただけます。
記
コラボ特別電車運行について
１．運行車両 駿豆線 7501 編成（３両）
※駿豆線には全 10 編成があり、そのうちの１編成となります。
２．運行期間 2021 年 10 月 15 日（金）～2022 年５月 31 日（火）
※１日に 2～11 往復します。
※運行スケジュール等についてはホームページでお知らせします。
※予告なく変更する場合がございます。
３．内

容

ヘッドマークデザイン

車両のドアに「イケメンシリーズ」のラッピングを施し、イケメン
シリーズ９周年オリジナルヘッドマークを車両の前後に取り付
けます。また、車内中吊りや車額部分にオリジナルポスター
を掲出します。
・ドアラッピング全 16 ドア (全８種類)
・車内ポスター全 108 枚 (全 13 種類)
・ヘッドマーク前後２枚 (全１種類)

車内ポスターデザイン
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駿豆線 1 日乗り放題乗車券「旅助け」をコラボ限定発売！
１．発売期間 2021 年 10 月 15 日（金）～2022 年 5 月 31 日（火）
２．発売箇所 三島駅・伊豆長岡駅・修善寺駅
通信販売
３．金

額

各 1,040 円（税込）

４．仕

様

駿豆線１日乗り放題乗車券「旅助け」 イケメンシリーズ Ver.
全３種類。
「イケメン戦国◆時をかける恋」「イケメンヴァンパイア◆偉人た
ちと恋の誘惑」「イケメン戦国・イケメンヴァンパイア集合 Ver.」の
キャラクターがデザインされています。
サイズ 91×138 ㎜
※自動改札機は通れません。

５．有効期間 2022 年５月 31 日（火）までの１日限り有効

旅助け
「イケメン戦国・イケメンヴァンパイア集合 Ver.」

６．そ の 他 コラボ「旅助け」とオリジナルガイドマップ（全５種類）のセットを同発売箇所にて、1,600 円（税込）で
発売します。オリジナルガイドマップは、コラボの５タイトル各１種類の中からランダムでお渡しします。

キャラクター等身大パネルの設置
期間中（2021/10/15～2022/5/31）、三島駅、修善寺駅およびラリーポイントに計 35 体のキャラクター等身
大パネルを設置します。
【三島駅】

「イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑」 アーサー・ヴラド・ナポレオン 計３体

【修善寺駅】

「イケメン戦国◆時をかける恋」 上杉謙信・織田信長・徳川家康

計３体

そのほかのラリーポイント５ヵ所（楽寿園・三嶋大社・韮山反射炉・いちご BonBonBERRY 伊豆の国 factory・修善
寺虹の郷）に設置されます。

LOVE キュン♥スタンプラリーについて
好きなキャラクター全 25 種類のスタンプラリー用紙を購入し、各キャラクター
からのオリジナルコメントを読みながらデート気分を味わおう！全６ヵ所すべての
スタンプを取得すると、各キャラクターのコラボオリジナル 76 ㎜ 彼缶バッジ
（かれかんばっじ）と書き下ろしメッセージカードをプレゼントします。
１．発売金額 1,000 円（税込） ※ラリー用紙購入費
２．発売場所 三島駅・伊豆長岡駅・修善寺駅
３．ラリーポイント設置箇所
①楽寿園 ②三嶋大社 ③韮山反射炉（蔵屋鳴沢反射炉物産館たんなん）・
④いちご BonBonBERRY 伊豆の国 factory ⑤修善寺虹の郷 ⑥修善寺駅
４．景品交換場所
三島駅・修善寺駅
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５．種

類 全 25 種類（各タイトル５種類）から好きなキャラクターのラリー用紙をお選びいただけます。
ラリー用紙はシーズンごとでデザインが異なります。
①1st season 2021 年 10 月 15 日（金）～2022 年 1 月 31 日（月）
「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」 ・ランスロット・ヨナ・レイ・シリウス・フェンリル
「イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑」・ナポレオン・アーサー・フィンセント・太宰・ヴラド
②2nd season 2022 年 2 月 1 日（火）～2022 年 3 月 31 日（木）
「イケメン戦国◆時をかける恋」・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・上杉謙信・毛利元就
「イケメン源氏伝 あやかし恋えにし」・源頼朝・平重衡・源義経・那須与一・玉藻
③3rd season 2022 年 4 月 1 日（金）～2022 年 5 月 31 日（火）
「イケメン戦国◆時をかける恋」・織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・上杉謙信・毛利元就
「イケメン王子 美女と野獣の最後の恋」レオン・シュヴァリエ・イヴ・ノクト・リヒト

※「イケメン戦国◆時をかける恋」は２シーズンにまたがります。
※１購入につき、１種類１枚ずつの制限がございます。

コラボグッズ付きフードセットの販売について
期間中（2021/10/15～2022/5/31）オリジナルコラボグッズ付きフ
ードセットを販売します。
１．場所 ・Y ショップ伊豆長岡駅売店
・イズーラ修善寺（修善寺駅売店）
２．商品 ・椎茸・きつね・山菜そば/うどん＋B３ポスター1,000 円（税込）
・みしまコロッケ＋ポストカード

350 円（税込）

・フライドポテト＋ポストカード

500 円（税込）

ポスターデザイン

※両店舗コラボグッズは同じデザインになります。
※ポスターおよびポストカードのデザインは 1 種類となります。

ポストカードデザイン

コラボグッズの販売について
期間中（2021/10/15～2022/5/31）コラボグッズを販売します。
１．場所 ・Y ショップ伊豆長岡駅売店
・イズーラ修善寺（修善寺駅売店）
・韮山反射炉横「蔵屋鳴沢 反射炉物産館たんなん」
・修善寺虹の郷 カナダ村（ベーカー・ストリート・ブティック）
２．商品 ・缶バッジ・アクリルキーホルダー・アクリルスタンドなど
※一部商品はなくなり次第終了となる場合がございます。

コラボタクシーの運行とノベルティプレゼントについて
期間中（2021/10/15～2022/5/31）、伊豆箱根交通株式会社のタクシー車両 10 台にマグネットで装飾した
コラボタクシーを運行します。
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また、修善寺エリア・伊豆長岡エリアにて、同社のタクシーを利用してコラ
ボ企画の駿豆線一日乗り放題乗車券「旅助け」を運転手に提示いただくと、
コラボポストカードをプレゼントします。
※売店で取り扱うポストカードのデザインとは異なります。
※コラボ装飾タクシー以外の伊豆箱根交通のタクシーも対象です。
※コラボタクシー・コラボポストカードのデザインは、伊豆長岡エリアが

ポストカードデザイン（伊豆長岡エリア）

「イケメン戦国◆時をかける恋」、修善寺エリアが「イケメンヴァンパイア
◆偉人たちと恋の誘惑」になります。
※コラボポストカードの進呈は、伊豆長岡駅、修善寺駅にて、伊豆箱根
交通株式会社のタクシーにご乗車いただくのが確実です。

【お問合せ】

ポストカードデザイン（修善寺エリア）

●電車や駅のコラボ企画について
伊豆箱根鉄道株式会社 鉄道部運輸課
TEL.055-977-1207 （９：30～16：30 土休日除く）
●グッズのコラボ企画について
伊豆箱根鉄道株式会社 観光事業部営業課
TEL.055-977-1273 （９：30～16：30 土休日除く）
●タクシーのコラボ企画について
伊豆箱根交通株式会社（本社）
TEL.055-984-1502 （9：00～17：00 土休日除く）
●コラボタクシーのご予約
伊豆長岡エリア（長岡営業所） TEL.055-984-1284
修善寺エリア（修善寺営業所） TEL.0558-72-1811
©CYBIRD
※画像はイメージです。
以 上

4/4

