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伊 豆 急 行 株 式 会 社 

                         東京急行電鉄株式会社 

株 式会社伊豆急物産  

 

伊豆急行株式会社（以下、伊豆急行）、東京急行電鉄株式会社（以下、東急電鉄）および株式会社伊豆急物

産（以下、伊豆急物産）は、伊豆急下田駅の売店で「夏色キセキ」オリジナル商品の発売を開始します。 

第１弾として、車体前面と側面に「夏色キセキ」のオリジナルステッカーで装飾を施した「夏色キセキ」仕様の

アルファ・リゾート２１と同じデザインのパッケージの「夏色キセキ アルファ・リゾート２１サブレ」を８月１１日（土）

から発売しました。今後は、同アニメに登場する主人公の一人「花木優香（はなきゆか）」の実家「花木屋旅館」

にちなみ、「花木屋謹製 金目鯛ひもの」や「花木屋謹製 金目鯛せんべい」など数種類のオリジナル商品を発

売していく予定です。 

昨年、伊豆急行が開業５０周年を迎えたことを契機に、伊豆急行と東急電鉄が伊豆地域のさらなる活性化に

取り組んでいます。「オモシロ駅長」企画は、伊豆を愛し、伊豆を再び元気にすることに情熱を持って行動してい

ただける方々と共に力を合わせて伊豆観光をＰＲしていくことを目的とし、２０組の駅長が選出されました。 

｢夏色キセキ駅長」は、６月２日（土）に伊豆急下田駅の「オモシロ駅長」に就任し、アニメの舞台となっている

下田の観光ＰＲのため、伊豆急下田駅でのお客さまのお出迎え、アルファ・リゾート２１および下田ロープウェイ

での車内アナウンスなどを行っています。 

 

「夏色キセキ」オリジナル商品の詳細および現在展開している「夏色キセキ駅長」の活動は、別紙の通りで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以   上 

【伊豆急行線「オモシロ駅長」NEWS⑭】 

伊豆急下田駅で「夏色キセキ」オリジナル商品を発売！ 

～「夏色キセキ アルファ・リゾート２１サブレ」など、続々と登場～ 

「夏色キセキ」オリジナル商品 「夏色キセキ アルファ・リゾート２１サブレ」



【別紙】 

 

１．「夏色キセキ」オリジナル商品の詳細 

 

 

 

（１）「夏色キセキ アルファ・リゾート２１サブレ」 

①発 売 日  ２０１２年８月１１日（土） 

②価 格  ６００円（税込） 

③商品内容  伊豆急行の看板電車「アルファ・リゾート２１」を型どった 

             パッケージのオリジナルサブレ（８枚入り）です。 

             期間限定で運行している「夏色キセキ」仕様のラッピング 

             トレインと同じデザインが施され、サブレも電車の形をして 

            います。友達や家族へのお土産に最適な商品です。 

 

 

 

（２）「花木屋謹製 金目鯛ひもの」 

①発 売 日  ２０１２年８月下旬（予定） 

②価 格  １，２００円（税込） 

③商品内容  日本一の金目鯛水揚げ量を誇る下田ならではのお土産 

           として、金目鯛のひものが夏色キセキバージョンで登場。 

           １枚１枚丁寧に手開きし、こだわりの塩と秘伝のたれで仕 

                 上げた商品。アニメ作品中に登場する主人公の一人「花 

                木 優香（はなきゆか）」の実家が「花木屋旅館」にちなみ、 

                「花木屋謹製金目鯛ひもの」という商品名で発売します。 

 

 

 

（３）「花木屋謹製 金目鯛煮付け」 

①発 売 日  ２０１２年８月下旬（予定） 

②価 格  １，２００円（税込） 

③商品内容  伊豆急下田駅の売店で１番人気のお土産。金目鯛を食べ 

                 やすく煮付けの真空パックにした商品。「花木屋旅館」で 

                 の夕食をイメージした商品で、美味しく脂の乗った「とろ金 

                 目鯛」を使用しています。 

 

 

 

（４）「花木屋謹製 金目鯛せんべい」 

①発 売 日  ２０１２年８月下旬（予定） 

②価 格  ４００円（税込） 

③商品内容  若い人たちに特に人気の高い金目鯛のせんべい。せんべ 

                     いに仕込んだ金目鯛は下田の地物を使用するなど、こだ 

                     わりが詰まった手軽に食べられる一品。「花木屋旅館」の 

                     お着き菓子をイメージした商品です。 

 

 



（５）「夏色サイダー」 

①発 売 日  ２０１２年８月下旬（予定） 

②価 格  ２５０円（税込） 

③商品内容  夏色キセキをイメージした爽やかな瓶入りサイダー。静岡 

                     の大井川伏流水を使用したすっきりした味わい。下田観光 

                     の魅力のひとつ「街歩き」や夏色キセキの舞台を巡る際に 

                     飲んでもらいたい商品です。 

 

 

 

 

 

 

以   上 

○C 「夏色キセキ」製作委員会



２．現在展開している「夏色キセキ駅長」の活動 

 

（１）各駅、列車内で「夏色キセキ駅長」がお出迎え 

 ①伊豆急下田駅に「夏色キセキ駅長」等身大ボードを設置 

②伊豆急行線各駅、列車内でのポスター掲出 

 

 

（２）夏色キセキ仕様のオリジナルラッピング電車の運行 

「夏色キセキ駅長」の逢沢夏海をはじめとした主人公４人による 

車内アナウンスの実施（伊豆急下田駅～伊東駅） 

 

 

（３）下田ロープウェイでのＰＲ活動 

①下田ロープウェイゴンドラ内にオリジナルステッカー掲出 

②「夏色キセキ駅長」の逢沢夏海をはじめとした主人公４人による 

車内アナウンスの実施 

 

 

（４）オリジナルポストカードのプレゼント 

伊豆急下田駅および伊豆急トラベル下田において、電車利用者と 

下田ロープウェイの前売り券購入者を対象に「夏色キセキ駅長」オ 

リジナルポストカードをプレゼント（なくなり次第終了） 

 

 

（５）」「夏色キセキ駅長就任記念乗車券」の発売 

 伊豆急下田駅において「夏色キセキ駅長就任記念乗車券」を発売中 

 （限定３，０００部※なくなり次第終了） 

 

 

（６）その他（下田での「夏色キセキ」イベント） 

２０１２年８月１７日（金）から８月２６日（日）まで第２回「舞台探訪ス 

タンプラリー」を開催中。伊豆急下田駅構内の伊豆急トラベル下田 

にて専用のパンフレット（スタンプ台紙）を受け取りパンフレットに記 

載された５カ所のスタンプポイントを巡り、設置してあるキャラクター 

印を押し全てのスタンプが捺印された台紙を提示すると、達成記念 

景品を受け取ることが出来ます。（達成記念品は限定数量に達し次 

第、配布終了となります） 

※ 景品の受け渡し時間は開催期間中の１０時から１６時となります。 

※ 景品の受け渡し場所は駅構内「伊豆急トラベル下田」となります。 

 

以    上 

オリジナルラッピング電車 

オリジナルポストカード 

夏色キセキ駅長就任記念乗車券 



（参考）オモシロ駅長一覧 

  氏名（読み） 就任駅 性別等 年齢 駅長名 

1 
古谷 あつみ 

（フルヤ アツミ） 
南伊東駅 女 25 鉄道科せんせい駅長 

2 
富戸小学校 

（フトショウガッコウ） 
富戸駅 学校 - 富戸小学校駅長 

3 
鈴木 真紀子 

（ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ） 
城ヶ崎海岸駅 女 - ＤＡＲＡ（ダラ）駅長 

4 
Chama 

(チャマ) 
伊豆高原駅 男 45 ヨガ駅長 

5 
伊豆シャボテン公園 

(イズシャボテンコウエン) 
伊豆高原駅 キャラクター - カピーバ駅長 

6 
橘ノ圓満 

(タチバナノ エンマン) 
伊豆北川駅 男 48 落語家駅長 

7 
北川 恵美 

(キタガワ エミ) 
― 女 23 女子大生駅長 

8 
金田 祥道 

(カネダ ショウドウ) 
片瀬白田駅 女 35 尼さん駅長 

9 
伊豆アニマルキングダム 

(イズアニマルキングダム) 
伊豆稲取駅 動物 35（推定） おしゃべりアッコちゃん駅長 

10 
キンメダロウ 

(キンメ ダロウ) 
伊豆稲取駅 キャラクター 不明 金目鯛キャラ駅長 

11 
稲葉 修三郎 

(イナバ シュウザブロウ) 
― 男 87 かわづ昔話駅長 

12 
河津バガテル公園 

(カワヅバガテルコウエン) 
河津駅 キャラクター 10 ガッテルくん駅長 

13 
横山 一浩 

(ヨコヤマ カズヒロ) 
稲梓駅 男 51 アユ釣り友駅長 

14 
延藤 勝実 

(エンドウ カツミ) 
稲梓駅 男 33 いちごいちえ駅長 

15 
石野田 奈津代 

(イシノダ ナツヨ) 
伊豆急下田駅 女 32 シンガーソングライター駅長 

16 
小林 佳果 

(コバヤシ ケイカ) 
伊豆急下田駅 女 - 下田生まれのアナウンサー駅長 

17 
下田海中水族館 

(シモダカイチュウスイゾクカン) 
伊豆急下田駅 動物 - ペンギン駅長 

18 
逢沢 夏海 

(アイザワ ナツミ) 
伊豆急下田駅 アニメ 中学２年生 夏色キセキ駅長 

19 
小原 達也 

(コハラ タツヤ) 
今井浜海岸駅 男＋キャラクター 47 オリジナルキャラ！駅長 

20 
高見 こころ 

(タカミ ココロ) 
蓮台寺駅 女＋キャラクター 28 ゆるキャラ駅長「のもっち」 

 

※上記の情報は８月１７日時点のものです。今後の調整の状況によって内容が変わる可能性があります。 

 

以   上 


