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京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下、「京王電鉄」）と、

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下、「ReGACY」）

は、２０２２年７月より開始した、スタートアップ企業をはじめとした外部企業との共創による  

オープンイノベーションの実現を目指す「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」において、採択企業で 

ある株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二、以下「モバイル

ファクトリー」）のグループ会社が有する NFT マーケットプレイスである「ユニマ」上で２月２８日

（火）から期間限定で、京王電鉄初の「鉄道 NFT※」を発売します。 

今回発売するのは、京王ライナー乗車記念トレーディングカードを GIF動画化した「トレーディン

グカード NFT」８種類と「7000 系車両の種別幕・方向幕動画 NFT」４種類の計１２種類です。なお、

「トレーディングカード NFT」８種類を全て購入された方にはコンプリート特典として、普段は   

一般公開していない「京王資料館」へご招待します。また、モバイルファクトリーとのコラボ施策と

して「駅メモ！メモリアルコレカ」コラボ NFT５種類を発売するほか、３月１日（水）から実施する

デジタルスタンプラリー『京王電鉄×駅メモ！＆アワメモ！コラボキャンペーン』を記念し、ゲーム

内特典として「駅メモ！」シリーズコラボ NFT「メモリートークン」を配布します。 

京王電鉄の保有する鉄道資産を NFT化し京王電鉄公式の唯一無二のデジタルアートとして展開する

ことで、全国各地の鉄道ファンの皆様に京王電鉄の魅力を感じていただくことを目的としています。 

本取り組みを通じて「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」にて設定したテーマの１つである、「鉄道・

駅の新たな用途開発」において、京王電鉄が保有する様々な鉄道資産を活用した NFTの可能性を探っ

てまいります。 

※NFT とは 

ブロックチェーン技術によって発行履歴や保有者を証明することができるデジタルアイテムです。 それぞれの NFT に画像や動画などのデジ

タルコンテンツやそれに関わる利用権を紐付けすることで、既存のデジタルアイテムにはなかった活用方法が考えられます。 

詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京王電鉄初の「鉄道 NFT」を発売します！ 

～「駅メモ！」シリーズとのコラボ NFT も！～ 
「トレーディングカード NFT」を全種類揃えると京王資料館にご招待！ 

《ビジュアルイメージ》 



【各種鉄道 NFT の発売について】 

１．「トレーディングカード NFT」について 

（１）概要  

「京王ライナー乗車記念トレーディングカード」の既存デザイン４種類と NFT 限定デザイン４種

類を GIF動画化し発売します。 

 

デザイン 既存デザイン 

商品名 
①京王ライナー 

×煌めく都市 

②京王ライナー 

×オーロラ 

③京王ライナー 

×初代 5000 系 

④京王ライナー 

×アクア 

商品イメージ 

    

デザイン NFT限定デザイン 

商品名 
⑤京王 5000 系 

×なつかしの準特急 

⑥京王ライナー 

×深夜のステンドグラス 

⑦京王ライナー 

×滝の裏 

⑧京王ライナー 

×七色に光るキノコの

森 

商品イメージ 

    

価格 １種類につき１，５００円（税込み） 

数量 各商品限定１００個 
※無くなり次第販売終了 

期間 ２月２８日（火）１２：００～３月３１日（金）２３：５９ 

発売場所 
URL：https://market.uniqys.net/project/keio_nft/ 

※購入にはアカウント登録が必要 

※画像は GIF動画化前の静止画データです。 

 

（２）コンプリート特典 

上記「トレーディングカード NFT」８種類を全て購入された方にはコンプリート特典として、  

「京王資料館」へご招待します。 

※ご招待詳細情報につきましては、アカウント登録時のメールアドレスに個別でご案内をさせていただきます。 

 

 ・京王資料館について 

平山城址公園駅を最寄りとし、京王電鉄の研修所の敷地内に位置しており、普段は一般公開を

していない施設です。鉄道やバスの歴史資料をまとめて展示しており、館内には鉄道施設の変遷

を物語る資料はもちろんのこと、沿線開発と鉄道の関わりがわかる資料も多く展示しています。 

       

 

 

 

 

《京王資料館》 



２．「7000系車両の種別幕・方向幕動画 NFT」について 

「7000系車両の種別幕・方向幕動画」の種別幕単品の動画２種類と 7806 号車搭載の動画２種類

を発売します。普段は見ることができない種別や行先を表示しています。 

 

商品名 ①7000 系正面種別幕動画 ②7000系側面種別幕動画 

商品イメージ 

  

商品説明 
7000系正面側に搭載の種別幕を 9種別

回転させた動画 

7000系側面側に搭載の種別幕を 9種別 

回転させた動画 

商品名 
③7806 号車搭載方向幕動画 

（種別幕は同時に回転） 

④7806号車搭載方向幕動画 

（種別幕は「準特急」固定） 

商品イメージ 

  

商品説明 

・種別幕は 11 種別、方向幕は    

『高尾』から『本八幡』まで 31種類

を同時に回転させた動画 

・車両全体を映した動画と種別幕・ 

方向幕のアップ動画の 2種類で構成

（7806号車搭載） 

・種別幕を｢準特急｣に固定した状態で、 

方向幕を『高尾』から『本八幡』まで  

31種類を回転させた動画 

・車両全体を映した動画と種別幕・  

方向幕のアップ動画の 2種類で構成   

（7806号車搭載） 

価格 １種類につき５，０００円（税込み） 

数量 各商品限定１００個 
※無くなり次第販売終了 

期間 ２月２８日（火）１２：００～３月３１日（金）２３：５９ 

発売場所 
URL：https://market.uniqys.net/project/keio_nft/ 

※購入にはアカウント登録が必要 

※画像は開発中のものです。 

 



３．京王電鉄×モバイルファクトリーコラボ施策について 

（１）「駅メモ！メモリアルコレカ」コラボ NFTの発売について 

①概 要  

「駅メモ！」シリーズにおけるコラボイベント『京王電鉄×駅メモ！＆アワメモ！コラボキャン

ペーン』を記念して、「駅メモ！メモリアルコレカ」のコラボ NFTを発売します。 

 

商品名 
京王電鉄制服なみずか 

①通常 ver. ②照れ顔 ver. ③怒り顔 ver. ④お疲れ ver. ⑤笑顔 ver. 

商品 

イメージ 

     

価格 １種につき５，６００円（税込み） 

数量 各 ver限定１０個 
※無くなり次第販売終了 

期間 ２月２８日（火）１８：００～７月３１日（月）２３：５９ 

発売場所 
URL：https://market.uniqys.net/project/colleca/ 

※購入にはアカウント登録が必要 

 

②購入者特典 

上記「駅メモ！メモリアルコレカ」を購入された方には購入者特典として、「駅メモ！ Our Rails」

のゲーム内アイテムをプレゼントします。 

※特典アイテムを受け取るには、特典に記載されているプレゼントコードをアワメモ！内で入力する必要があ

ります。 

※プレゼントコードの使用期限は【３月１日(水)５:００～８月３１日(木)２３:５９】となります。 

※プレゼントコードは特典１つにあたり１回限り有効です。 

 

（２）「駅メモ！」シリーズコラボ NFT「メモリートークン」の配布について 

「駅メモ！」シリーズにおけるコラボイベント『京王電鉄×駅メモ！＆アワメモ！コラボキャン

ペーン』を記念して、ゲーム内特典として「メモリートークン」を配付します。 

①配 布 物  『みずかがご案内♪京王線の旅』コラボ記念メモリートークン 

②配布条件  『京王電鉄×駅メモ！&アワメモ！コラボキャンペーン』イベントに参加し、 

アワメモ！内イベントのミッション（対象駅・スポット）を全て達成 

※参考：https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2022/nr20230209_ekimemo.pdf  

③申込期間   ３月１日（水）～９月３０日（土） 

※２０２３年４月以降、定期的に配布を予定しています 

④申 込 先  アワメモ！内イベントページよりお申し込みください。 

 

４．お客さまのお問い合わせ先 

（１）本取り組みに関するお問い合わせ 

京王お客さまセンター  TEL：０４２－３５７－６１６１ 

平日・土休日９：００～１８：００（１２月３０日～１月３日を除く） 

 

 



（２）「駅メモ！」シリーズに関するお問い合わせ 

   株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL:press@mfac.jp 

 

以 上 

【参考１】「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」について 

コロナ禍において鉄道事業は事業そのもののあり方を見直す時期に来ており、自社だけでなく  

スタートアップ企業をはじめとした外部企業との共創によるオープンイノベーションにより新たな

人流を生み出す事業への変革に挑戦します。１０月に実施した最終審査会にて７件の提案を採択し、

実証実験を順次開始しており、事業化を目指しています。 

 

公式サイト（https://keio.regacy-innovation.com） 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（https://www.facebook.com/KEIO-OPEN-INNOVATION-PROGRAM-100163496088563/） 

 

【参考２】株式会社モバイルファクトリーについて 

（１）会社名   株式会社モバイルファクトリー 

（２）代表者   宮嶌 裕二 

（３）所在地    東京都品川区東五反田 5-22-33 TK池田山ビル 2階 

（４）ＵＲＬ   https://www.mobilefactory.jp/ 

（５）事業内容  モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業、ブロックチェーン事業 

（６）設 立   ２００１年１０月１日 

 

 

【参考３】株式会社ビットファクトリーについて 

（１）会社名   株式会社ビットファクトリー 

（２）代表者   塩川 仁章 

（３）所在地    東京都品川区東五反田 2-8-5 

（４）ＵＲＬ   https://bitfactory.jp/ 

（５）事業内容  モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、ブロックチェーン事業 

（６）設 立   ２０１８年７月２５日 

 

 

【参考４】ReGACY Innovation Group 株式会社について 

（１）会社名   ReGACY Innovation Group 株式会社 

（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.） 

（２）代表者   成瀬 功一 

（３）所在地    東京都千代田区大手町２－７－１ 

（４）ＵＲＬ   https://regacy-innovation.com/ 

（５）事業内容  イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、 

新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、

プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業 

（６）設 立   ２０２２年２月２日 

 

 

 

 

 



【参考５】「ユニマ」について 

「ユニマ」とは、NFT サービス構築支援プラットフォーム「ユニキス ガレージ」で生成した NFT を 

販売することができる NFTマーケットプレイスです。売買に暗号資産を必要とせず、日本円で決済が

可能です。 

より安心してご利用いただくため、コンプライアンスに配慮した環境設計に努めています。 

 

 

 

 

 

 

【参考６】「ユニキス ガレージ」について 

「ユニキス ガレージ」とは、NFTを簡単に生成し、企業サイトで販売できる NFTサービス構築支援プ

ラットフォームです。一般的なウェブ開発の知識のみでサービス構築ができ、暗号資産管理をせず、

より安心・簡易な NFTサービスの運用を実現します。また、「ユニキス ガレージ」で生成した NFTを

ギャラリーに展示することやゲームへの組み込みも可能です。連携サービスの NFTマーケットプレイ

ス「ユニマ」を利用することで簡単に販売ページも構築することができます。 
  

 

 

 

タイトル  ユニマ（Uniqys マーケットプレイス） 

対応ブラウザ  Google Chrome / Safari 

公式サイト  https://market.uniqys.net/ 

タイトル  ユニキス ガレージ 

対応ブラウザ  Google Chrome / Safari 

公式サイト  https://garage.uniqys.net/ 

https://market.uniqys.net/

