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「H.C.栃木日光アイスバックス」と SL 大樹が初コラボレーション！

日光のプロアイスホッケーチーム H.C.栃木日光アイスバックスと
SL 大樹コラボレーション オリジナルユニフォームが完成！
～各イベントやオークション内容などが決定しました！～
東 武 鉄 道 株 式 会 社
東武鉄道（本社：東京都墨田区、社長：根津嘉澄）と栃木ユナイテッド（本社：栃木県日光市、代表取締役：セル
ジオ越後）では、２０２０年２月８日（土）
・９日（日）に、鬼怒川線を走るSL大樹をH.C.栃木日光アイスバッ
クス（以下、日光アイスバックス）と初めてコラボレーションした「ＩＣＥＢＵＣＫＳ ＴＲＡＩＮ」を運行
します。また、２月１５日（土）には、日光霧降アイスアリーナにおいて「SL大樹 マッチデー」を開催します。
今回のイベントで着用するオリジナルユニフォームが完成し、各種オークション等の詳しい概要が決定いたし
ましたので、お知らせいたします。また、今回のイベントに対しまして選手の皆さまからコメントをいただきま
した。
イベントの概要はこちら（前回ニュースリリース）をご覧ください。
１

オリジナルユニフォームについて
＜SL 大樹マッチデーを記念した、オリジナルデザインのユニフォームが完成！＞
「SL 大樹マッチデー」当日、オリジナルユニフォームを身に着けた選手がプレーします。また、同デザイン
の「オリジナルユニフォーム SL 大樹バージョン」限定２０着を、SL 大樹マッチデーに合わせて実施される
日帰りツアーの特典やマッチデーで実施されるゲームの賞品として抽選でプレゼントするほか、「ICEBUCKS
TRAIN」運行イベントおよびマッチデー会場で実施されるオークションでの販売を行います。

△オリジナルユニフォーム SL 大樹バージョン※イメージ

２

SL 大樹マッチデーオリジナルユニフォームオークションについて
以下の箇所にて、
「オリジナルユニフォーム SL 大樹バージョン」のオークションを実施します。

（１）
「ICEBUCKS TRAIN」車内オークション
下記の SL 大樹車内で実施するオークションにて、各列車１着づつ合計６着を車内にて販売いたします。
①実 施 日 ２月８日（土）
・９日（日）
②対象列車 SL 大樹２号・３号・４号
※SL 大樹の運転時刻、料金など詳細につきましてはこちらをご覧ください。
③入札について
入札希望者は、SL 大樹２号・３号・４号の各列車内に乗車するアイスバックス選手が配布するパンフレッ
トに印刷された入札票に、必要事項を記入のうえ、車内でスタッフ（アイスガールズ）が持ち回る入札箱
にお入れ下さい。
※入札は１度のみとし、再入札はご遠慮下さい。また、回収時にスタッフが記載漏れ等のないよう入札票
の確認をさせて頂きますのでご了承ください。
※最低入札額は１万円、入札単位は千円単位とし、同額の場合は厳正な抽選のうえ決定いたします。
入札締切りは終着駅到着の１０分前とし、下車される前に現金にてお支払いいただきます。
発表は車内放送にて行い、落札されたお客さまには選手からユニフォームをお渡しいたします。

※東武ワールドスクウェア⇔鬼怒川温泉間のみご乗車のお客様はご参加いただけません。
（２）SL 大樹マッチデーオークション
マッチデー会場にて実施するオークションにて、３着を販売いたします。
①実施日 ２月１５日（土）
②場 所 日光霧降アイスアリーナ
③入札について
会場 1 階エントランスオークション特設ブースにて入札票を受け取り、「名前」・「連絡先」
・「オークショ
ンネーム」
・
「入札額」を切り離し式の２枚に記入のうえ入札してください。
ファンクラブ会員先行入場時刻（12:00）の開場より入札を開始し、第２ピリオド開始前（14:45 前後）に
締切りとし、高額入札者上位３名に入札額にて販売いたします。
最低入札額は１万円、入札単位は千円単位とし、同額の場合は厳正な抽選のうえ決定いたします。
発表は第２インターバル中に会場アナウンスならびにオークション特設ブースにて掲示いたします。
※ご精算はイベント当日現金にてお願い致します。
３

SL 大樹５号・６号に乗ってオリジナルユニフォームをゲットしょう！について
下記日程の該当する列車にご乗車いただいたお客さまを対象に、
「オリジナルユニフォーム SL 大樹バージョン」
を各日１着 合計２着を抽選でプレゼントいたします。

（１）抽選実施日時 ２月８日（土）
・９日（日）１８時１５分から（SL 大樹６号到着後）
（２）場

所 下今市駅 SL 展示館

２階

（３）対象列車 ２月７日・８日・９日に運転する SL 大樹５号・６号のどちらにもご乗車いただいたお客さま
※対象列車となる SL 大樹５号・６号は、２月７日・８日・９日の期間中であれば乗車日は同日
でなくても構いません。
（４）抽選について
SL 大樹５号・６号の「記念乗車証」計２枚を１セットとしてご提示いただきますと、抽選券を配布いたし
ます。
※抽選会に参加のお客さまは、下今市駅１８時２０分発の特急けごん 46 号にはご乗車になれませんのでご注意ください。

４

SL 大樹マッチデー観戦チケット先着４０名様プレゼントついて
２月８日（土）
・９日（日）に運転する「ICEBUCKS TRAIN」SL 大樹にご乗車いただき、車内で SL 観光アテ
ンダントが配付する「記念乗車証」を、SL 大樹マッチデー会場の専用受付にてご提示いただいた先着４０名
様に SL 大樹マッチデー観戦チケットをプレゼントいたします。
また、当日の観戦チケットの配付が規定枚数終了後、先着２０名様に「SL大樹オリジナルパック」をプレ
ゼントします。

（１）日 時 ２月１５日（土）１１時３０分～
（２）場 所 霧降アイスアリーナ会場入口受付ブース
（３）対象列車 ２月８日（土）
・９日（日）に運転する「ICEBUCKS TRAIN」SL 大樹１号～６号
（４）受付方法 １１時３０分から専用受付にて整理券を配付いたします。会場入口受付ブースに先着順にお並び
いただきお受取りください。それ以前にお客さま任意の場所に並ばれたことにより発生したトラ
ブル等に対する責任は負いかねます。
※観戦チケットのプレゼントはお一人様につき１枚とさせていただきます。記念乗車証を複数枚
お持ちいただいてもお渡しは１枚となりますのでご注意ください。

△SL 大樹記念乗車証

５

※デザインは全６種類

△オリジナルパック（イメージ）

Facebook キャンペーンについて

（１）応募期間 ２０２０年１月１７日（金）１８：００頃～２月６日（木）１７：５９迄
（２）媒 体 Facebook「東武鉄道 SL 大樹」公式アカウント
https://www.facebook.com/tobuSL/
（３）内 容 ２０２０年１月１７日（金）１８：００頃、Facebook の「東武鉄道 SL 大樹」公式アカウント
にて公開する当イベントの告知に関する投稿に、
「いいね」と「当イベントへの想いのコメント」
をくださった方の中から抽選で１名様に、
「オリジナルユニフォーム SL 大樹バージョン」をプレ
ゼントいたします。
※賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。
（４）当選発表 応募期間終了後、当選の方にのみダイレクトメッセージをお送りいたします。
当選メッセージをご確認いただきましたら、返信をもって当選受付完了とさせていただきます。
※ご応募の際は、
「東武鉄道

SL 大樹」公式アカウントからのダイレクトメッセージを受信でき

るよう設定してください。
（５）注意事項 ①賞品の発送は２月初旬頃に行います。
②当落についてのお問合せはお受けできません。
③お預かりした個人情報は、賞品の発送にのみ利用させていただきます。
６

「ICEBUCKS TRAIN」イベントについて

（１）日 時 ２月８日（土）
・９日（日）９時３０分～１４時３０分まで
（２）場 所 鬼怒川温泉駅前広場
（３）内 容
①シュート体験
現役選手のレクチャーによるシュートの疑似体験ができます。
※実際に使用する「パック」とは異なり、ゴムボールを使用します。
※氷上ではありません。
※時間帯によっては選手不在の場合がありますのでご了承ください。

△シュート体験（イメージ）

②日光アイスバックス選手とセルジオ越後氏のトークショー
現役選手３名が出演し、これまでの試合体験やリーグ戦への思いなど、普段では聞くことが出来ないお話
をしていただきます。
また、2 月９日（日）のトークショーにはブラジルサンパウロ出身の元プロサッカー選手で、現在、日光
アイスバックスの代表取締役であるセルジオ越後氏が選手と共に出演し、イベントを盛上げます。
※参加選手や内容に変更がある場合がありますのでご了承ください。

△トークショー（イメージ）

△セルジオ越後氏

③SL 大樹転車時における選手のグリーティング
鬼怒川温泉駅前広場にあります転車台において、SL 大樹が回転する際、SL に連結される「車掌車」の後
部に選手３名が乗車し、グリーティングを行います。
７

SL 大樹マッチデーに関するツアーについて
SL 大樹マッチデーに合わせて、各種ツアー企画が実施されます。
ツアー参加者には、迫力のゴール裏観戦やオリジナルグッズのプレゼントのほか、ツアーのなかには、マッチ
デーオリジナルユニフォームが当たる抽選会や選手のバックヤード見学などの豪華特典が含まれているツア
ーもございます。
初めての方はもちろんアイスホッケーファンのあなたも、是非、この機会に普段では体験できない氷上の格
闘技をお楽しみください！
ツアー①
宇都宮発！SL 大樹マッチデー特別観戦ツアー豪華特典が盛りだくさん！
えにしトラベル（株式会社ファーマーズ・フォレスト）
https://www.enishi-travel.jp/tour/detail/1012
ツアー②
浅草・北千住・春日部発！SL 大樹マッチデー特別観戦ツアー豪華特典が盛りだくさん！
東武トップツアーズ株式会社
https://bit.ly/2Fx5CNA

以

上

【別紙】
選手の皆さまから「ICEBUCKS TRAIN」ならびに「ＳＬ大樹マッチデー」に対する熱きコメントをいただきました！

#9 DF 佐藤 大翔 主将
「この度は東武鉄道「SL 大樹」と一緒にイベントとマッチデーの開催が決まり嬉しく思います。
日光市内を走る蒸気機関車は、生き物のような躍動感と力強さを感じます。
僕らも、その力強さを試合で発揮できますよう頑張ります。
イベントと試合会場では、たくさんの応援をよろしくお願いします。」

#44 GK 福藤 豊 選手
「この SL 大樹の車両は、僕の生まれ故郷、北海道釧路でも「SL 冬の湿原号」として活躍していた車両だと
聞いています。
その後、月日を経て、ここ日光で出会えたことに縁を感じますし、そのジャージを来て試合を戦えることを
嬉しく思います。
沢山の皆さまのイベント参加と試合観戦をお待ちしています。」

#18 FW 古橋 真来 選手
「日光市出身の僕にとって、SL が市内を走ることは、日光の誇りと思えることのひとつです。
春や夏の風景を走る SL も良いけれど、冬の澄んだ空気の中を走る SL が一番絵になると思っています。
この機会に、ぜひ SL 大樹に乗りにきてください。
皆さまのご来場をお待ちしています。
」

