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メットライフドームで開催される、
アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」にあわせ、

６月 21 日（金）～７月 21 日（日）

×
「アイドリッシュセブン 西武鉄道デジタルフォトスポットへ行こう！2nd」開催
好評につき昨年に引き続き今年も開催！
アプリ「舞台めぐり」を使用して、限定駅でアイナナメンバーの「マイ AR」をゲットしよう!!
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、7月6日(土)･7日(日)の2日間にメッ
トライフドーム（最寄駅：西武球場前駅）でのライブ「アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」
」
開催を記念して、6月21日（金）から7月21日（日）まで、昨年に引き続きアプリ「舞台めぐり」を使用
した、
「アイドリッシュセブン 西武鉄道デジタルフォトスポットへ行こう！2nd」を開催します。
このイベントは、西武線内にデジタルフォトスポットとして設定した20駅に掲示するポスターのQRコ
ードをアプリ「舞台めぐり」のカメラで読み込むと、それぞれアプリ内で「IDOLiSH7」、「TRIGGER」
、
「Re:vale」
、
「ŹOOĻ」のメンバーと撮影ができる「マイAR」（全16種）がゲットできます。ゲットでき
るビジュアルは、今回のライブ「アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」」のために撮り下ろされ
たグループのビジュアルを使用しています。その中から、異なるアイドル5人分のQRコードを読み込む
と、「アイドリッシュセブン 2nd LIVE「REUNION」」ロゴマークのAR（1種類）がゲットできます。
イベント実施期間中、西武線各駅（一部の駅を除く）では、対象駅をお得にまわれる「アイドリッシ
ュセブン デジタルフォトスポットへ行こう！2nd」西武線1日フリーきっぷを発売します。なお、この
きっぷをお求め頂いた方には、各グループごとにキービジュアルをデザインした「アイドリッシュセブ
ン

デジタルフォトスポットへ行こう！2nd」オリジナルポストカード4枚セットをプレゼントします！
この機会にぜひ、1 日フリーきっぷをお求めいただき、あなたの推しメンはもとより、16 人すべての

アイドルの「マイ AR」をゲットしてみませんか。
詳細は、別紙のとおりです。

※「アイナナ」は「アイドリッシュセブン」の略称です。

マイ AR

オリジナルポストカード
4 枚セット
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※画像はすべてイメージです。実物と異なる場合がございます。

【別 紙】
「アイドリッシュセブン 西武鉄道デジタルフォトスポットへ行こう！2nd」について
１．実施期間

2019 年 6 月 21 日（金）～7 月 21 日（日）

２．参 加 費

無料

※参加に必要な交通費・通信費はお客さまのご負担となります。

３．対象駅とアイドル

練馬／西武球場前
花小金井／小川

練馬高野台／西所沢
上石神井／萩山

練馬高野台／西所沢
上石神井／萩山

練馬／西武球場前
花小金井／小川

和泉 一織

二階堂 大和

和泉 三月

四葉 環

（いずみ いおり）

（にかいどう やまと）

（いずみ みつき）

（よつば たまき）

練馬／西武球場前

練馬高野台／西所沢

練馬／西武球場前

花小金井／小川

上石神井／萩山

花小金井／小川

逢坂 壮五

六弥 ナギ

七瀬 陸

（おうさか そうご）

（ろくや なぎ）

（ななせ りく）

東久留米／所沢／高田馬場／田無

八乙女 楽

九条 天

十 龍之介

（やおとめ がく）

（くじょう てん）

（つなし りゅうのすけ）

石神井公園／西武新宿／東村山／国分寺

百

千

（もも）

（ゆき）

秋津／鷺ノ宮／新所沢／玉川上水

亥清 悠

狗丸 トウマ

棗 巳波

御堂 虎於

（いすみ はるか）

（いぬまる とうま）

（なつめ みなみ）

（みどう とらお）

【異なる5人のQRコードを読み込むとゲットできるロゴマーク】

４．参加方法

①お持ちのスマートフォンで、アプリ「舞台めぐり」をダウンロードします。
② ＜西武線の駅でチェックイン＞
西武線内の対象駅に掲出してある「QR コード付きポスター」を、アプリ「舞台め
ぐり」のカメラで読み込むと、「マイAR」（全16種）がゲットできます。
③異なるアイドル5人分のQRコードを読み込むと、「アイドリッシュセブン 2nd LIVE
「REUNION」
」ロゴマークARが自動的に付与されます。
(例)
練馬高野台駅で掲出されている3種類のQRコードを読み込む
…「二階堂 大和」・「和泉 三月」・「六弥 ナギ」のマイARをゲット
石神井公園駅で掲出されている2種類のQRコードを読み込む
…「百」・「千」のマイARをゲット
⇒上記2駅で異なる5人のマイARをゲットできるので、ロゴマークARが自動的に付与。

※ マイAR とは？
アプリ「舞台めぐり」のカメラを起動すると、いつでもどこでも呼び出せて撮影
に使用できるAR です。ゲットした好きなキャラクターとカメラ越しの風景をい
っしょに撮影することができます。
※ メンバー1 人につき 4 駅同じポスターを掲出します。4 駅のうちどの駅でチェッ
クインしても、付与されるマイ AR は同じビジュアルです。（1 枚のポスターにつ
きメンバー2～4 人分の QR コードを掲載します）
※ QR コード付きポスターは、改札外に掲出します。
※ 取得した「マイ AR」の使用期限は 8 月 31 日（土）までとなります。
５．「アイドリッシュセブン デジタルフォトスポットへ行こう！2nd」西武線 1 日フリーきっぷに
ついて
(１) 発売期間

2019 年 6 月 21 日（金）～7 月 21 日（日）

(２) 発売箇所

西武線各駅窓口
（武蔵横手～西武秩父駅間、小竹向原駅、多摩川線各駅を除く）

(３) 有効期間
（４) 有効区間

発売当日限り
西武線 1 日乗り降り自由
（武蔵横手～西武秩父駅間、多摩川線を除く）

(５) 発売金額

大人 900 円／小児 450 円

(６) そ の 他

・「アイドリッシュセブン デジタルフォトスポットへ行こう！
2nd」西武線1日フリーきっぷ1枚につき「オリジナルポストカ

ード引換券」1枚をお渡しします。
「オリジナルポストカード4枚セット」を、以下の駅窓口で
「オリジナルポストカード引換券」1枚につき1セットお渡し
します。
【引換駅】練馬・所沢・西武球場前・上石神井の4駅
・
「オリジナルポストカード4枚セット」は、10,000セット限定
のため、なくなり次第引き換えを終了します。
・「アイドリッシュセブン

デジタルフォトスポットへ行こう！

2nd」西武線1日フリーきっぷを購入しなくても本イベントに参
加できます。
「アイドリッシュセブン」について
プレイヤーがマネージャーとなり、アイドル界の頂点を目
指して個性溢れる 7 人の新人アイドルの育成を行う本格
リズムアクションゲームです。キャラクター原案は、大人
気コミック「神風怪盗ジャンヌ」などで有名な少女漫画家
の種村有菜先生が担当し、豪華声優陣によるフルボイスの
シナリオ脚本は都志見文太先生が手掛けています。作品を
彩る数々の楽曲は kz 氏をはじめとした有名アーティス
トが手掛け、音楽チャート上位にランクインするなど高い
クオリティで人気を集め、日本国内では 2015 年 8 月の
配信開始以降、ダウンロード数は 300 万ダウンロードを
突破しています。
2018 年 1 月には待望の TV アニメが放送されるなど幅
広くメディアミックスを展開している作品です。
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◇アプリ「舞台めぐり」についてのお問合せ先
【株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ】 https://www.butaimeguri.com/#contact/
◇その他のお問合せ先
西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888
音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。
［営業時間：平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］
以

上

