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伊豆急行株式会社（本社：静岡県伊東市、社長：小林秀樹）では、昨年より無ラッピング化し、現在は 

普通列車として運行している 8000系車両（TA-7編成）について、第３弾となる「伊豆急 8000系イベント～

なつかしの東急 8000系を堪能する旅～」を開催いたします。 

 今回で３回目となる 8000系車両を使用したイベントは、前回、前々回ともに定員を大幅に上回る応募をい

ただき、大変好評をいただいております。第３弾となる今回は、「歌舞伎ラッピング」を施して貸切列車の運

行および伊豆急下田駅構内における撮影会を実施いたします。 

 また、11/16（月）よりサービスを開始する観光型 MaaS（マース）「Izuko（イズコ）」と連携し、11/22（日）

～11/29（日）までの８日間に Izukoのデジタルフリーパスを利用し、伊豆急下田駅にお越しいただいたお客

様（先着 100名様）に「8000系記念グッズ」および伊豆急下田駅構内への「8000系撮影会入場券（参加証明

書）」を進呈いたします。また、期間中は伊豆急下田駅構内特設ブースにて「8000 系歌舞伎ラッピング特製

掛け紙弁当（数量限定）」を販売いたしますので、ぜひお買い求めください。 

イベントの詳細につきましては、下記のとおりです。 

 

記 

 

１．伊豆急 8000 系歌舞伎ラッピングイベントについて 

 

（１）開 催 日  ２０２０年１１月２２日（日）・２９日（日）の２日間 

（２）イベント名  「伊豆急 8000 系歌舞伎ラッピング貸切列車（TA-7 編成）で行く 

なつかしの東急 8000系を堪能する旅！」 

（３）イベント行程  伊豆高原駅改札前 10 時 00 分頃から 11 時 00 分頃まで受付 

          特別貸切運行   伊豆高原駅（11：34 頃発）～南伊東駅（11：58 頃着） 

                   南伊東駅（12：10 頃発）～河津駅（12：59 頃着） 

                   河津駅 特急踊り子 9 号（13：14 頃発）or 

サフィール踊り子１号（13：18 頃発） 

                   伊豆急下田駅 特急踊り子 9 号（13：24 頃着）or 

                          サフィール踊り子 1 号（13：29 頃着） 

          伊豆急下田駅構内 13 時 35 分頃から 13 時 45 分頃まで撮影会 

                   8000系歌舞伎ラッピング車両およびその他ＪＲ車両（予定） 

          特別貸切運行   伊豆急下田駅（15：22 頃発）～伊豆高原駅（16：10 頃着） 

（４）旅 行 代 金  踊り子プラン      大人：5,500 円 子供：4,000 円 定員 60 名 

          サフィール踊り子プラン 大人：6,500 円 子供：5,000 円 定員 15 名 

（５）受 付 方 法  伊豆急行ホームページお申し込みフォームから申し込みください 

（６）申 込 期 間  2020 年 10 月 19 日（月）10：00 から 2020 年 10 月 28 日（水）15：00 まで 

          ※応募者が多数の場合は、抽選となります 

          ※おひとり様のお申し込みで４名様までの応募とさせていただきます 

 

 

（第３弾）伊豆急 8000系イベント開催について 
～なつかしの東急 8000 系を堪能する旅～ 

 

 



 

 

（７）募 集 人 員  各日７５名  

※新型コロナウイルス感染症対策として、一部の座席が使用できません 

（８）当 選 結 果  当選者のみ 10/29（木）以降電話またはメールにてご連絡させていただきます 

（９）注 意 事 項  運行状況その他の事由により、イベント内容が予告なく変更となる場合があります 

          キャンセルの場合、別紙に基づき取消料が発生いたします 

          新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽イベントを中止させていただく場合が

ございます 

          イベント参加前の「検温」およびイベント参加中の「マスクを着用」は、イベント参

加への必須条件（義務付け）とさせていただきます 

 

２．観光型 MaaS（マース）「Izuko（イズコ）」との連携企画「伊豆急下田駅構内撮影会」について 

 

（１）開 催 期 間  ２０２０年１１月２２日（日）～２９日（日）の８日間 

（２）内   容  ①期間中 Izuko のデジタルフリーパスで伊豆急下田駅にお越しいただいた先着 100 名

様に「8000系記念グッズ」および「8000系撮影会入場券（参加証明書）」をプレゼ

ント 

           ※デジタルフリーパスは、乗り放題エリアに伊豆急行線全線を含むものに限ります 

            （デジタルフリーパスの詳細は 10 月下旬に発表予定） 

※8000系記念グッズの内容は、参加日によって異なる場合があります 

※8000系撮影会入場券により、伊豆急下田駅構内での撮影会に参加可能です 

          ②8000系撮影会（11/22～29）は、伊豆急下田駅構内で 13：50 頃～14：00 頃を予定 

           ※撮影車両は、8000系歌舞伎ラッピング車両およびその他ＪＲ車両（予定） 

（３）参 加 方 法  Izuko のデジタルフリーパス購入し、伊豆急下田駅までお越しいただいたうえ、特設

ブース伊豆急行係員にデジタルフリーパスのチケット画面を提示する 

           ※有効期間内のものに限ります 

           ※チケット画面に表示されている人数分が対象となります 

（４）定   員  先着 100 名様 

（５）受 付 時 間  伊豆急下田駅降車口前特設ブース（改札内）10：00～14：00（※無くなり次第終了） 

（６）注 意 事 項  運行状況その他の事由により、撮影会が中止となる場合がございます 

          新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽イベントを中止させていただく場合が

ございます 

イベント参加前の「検温」およびイベント参加中の「マスクを着用」は、イベント参

加への必須条件（義務付け）とさせていただきます 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
伊豆急行株式会社 観光推進部                    電話：0557‐53‐1116 



 

【別紙】 

 

8000系車両について・・・ 

 

 昭和 44年から昭和 55年まで約 180両が製造された 8000系車両は、平成 20年まで東急線（東横線・田園

都市線・大井町線等）で活躍していた。 

 平成 16 年から平成 20 年にかけて東京急行電鉄から伊豆急行に順次導入し、平成 17 年より伊豆急行線で

営業運転を開始した。平成 20年までに 45両導入し、それぞれ 3両×15編成に組み替えを実施した。 

現在、伊豆急行で所有する 8000 系車両 45 両（3 両×15 編成）のうち、44 両は東急 8000 系車両を使用し

ておりますが、1両は東急 8500系車両です。今回、歌舞伎ラッピング化を施すＴＡ－７編成（3両）は、1号

車が 8500 系（クモハ 8152※デハ 8723）、2 号車が 8000 系（モハ 8207※デハ 8116）、3 号車が 8000 系（クハ 8017

※クハ 8015）となっており、特殊な車両構成となっております。なかでも、1号車の 8500系は、元々は中間車

両でしたが、伊豆急行導入の際に運転台を設置した最も特殊な車両です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2019年 11月 30日（第１弾）の写真        2020年 2月 1日（第２弾）の写真 

 

11/22.29イベント取消料について 

 

 イベント前日から起算して 8日前まで                取消料  無料 

 イベント前日から起算して 7日前以降 4日前まで           取消料  20％ 

 イベント前日から起算して 3日前以降 1日前まで           取消料  30％ 

 イベント前日にキャンセルする場合                 取消料  40％ 

 イベント当日にキャンセルする場合                 取消料  50％ 

 イベント当日に無連絡キャンセルする場合              取消料  100％ 

 

 キャンセルの場合、上記にて取消料を請求させていただきますので、ご承知おきください。 

 複数人でお申し込みいただいていた場合は、キャンセルとなった人数分の取消料を請求いたします。 

 

【注意事項】 新型コロナウイルス感染症対策として、受付時に「検温」を実施いたします。 

検温の結果 37.5度以上の方は、参加をお断りさせていただく場合がございます。 

イベント当日は、「マスクの着用」および「アルコール消毒液による手洗い」等、各自新型 

コロナウイルス感染症対策を講じていただきますようお願い致します。 

貸切列車の座席は、ソーシャルディスタンス確保のため、一部使用不可とさせていただい 

ており、運行中および停車中にお立ちいただく場合がございます。 


