
❶郵便番号・住所 ❷氏名 ❸年齢 ❹クイズの
答え ❺印象に残った記事 ❻かわら版に関す
るご感想 ❼かわら版を手に取った場所
をご記入ください。　

「今月のクイズ」にご応募いただくと、正解の方の
中から抽選で5名さまにプレゼントを差しあげます。

西武鉄道かわら版 検索

はがきで Webで
〒359-8520
西武鉄道  広報部  かわら版係

パソコン・
スマートフォン・
携帯電話から
ご応募いただ
けます。

※クイズへのご応募でご記入・ご入力いただいたお客さまの個人情報は、この目的以外では使用いたしません。
※当選発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

あて先

uestion
今月の
クイズ

多数のご応募ありがとうございました。

西武鉄道お客さまセンター お客さまの“声”を
お聞かせください！

TEL (04)2996-2888

WEB 下記、西武鉄道Webサイト内メニューより
「お問合せ・よくあるご質問」をお選びください。

営業時間

応 募 締 切

西武鉄道Webサイト 「西武鉄道運行情報（公式）」
電車の時刻・運賃、沿線情報などをご紹介 運行情報を配信

アカウント名
@seiburailwayをフォロー

西武鉄道 検索

西武鉄道モバイルサイト
携帯電話はこちらから▶

西武線アプリ
公式スマートフォンアプリ

www.seiburailway.jp

Twitter

ヒント

｛ 編集後記 ｝

運行情報プッシュ通知
列車位置情報などリアルタイム配信

全  日
（12月30日～1月3日を除く）

9：00～17：00

Webサイトでも
公開中！

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。

4月30日（土）

“［60］万km”3月号のクイズの答え

西武鉄道Webサイト フルリニューアル！
知りたい情報をわかりやすくお届けできる

Webサイトをめざしてフルリニューアルしました。

4月30日（土）消印有効

発 行 日  2022年4月1日
編集発行 西武鉄道株式会社  広報部  
 〒359-8520  所沢市くすのき台一丁目11番地の1
表紙イラスト　小野塚 綾子
2022.3.38TM

※掲載内容は2022年3月22日現在のものです。
　ご利用・おでかけの際には最新情報をご確認ください。

1～4ページをチェック

“○○○○ルーム”

フルリニューアルした西武鉄道Webサイト。
大手私鉄で初となるコンテンツは？

 今号の表紙は、桜満開の西武園ゆうえんち！園内には500本もの
桜が咲いています。我が家にも12年前に植えたソメイヨシノが1本ありますが、7㎜
程度しかなかった幹も15㎝にもなり、我が子のように毎年成長を楽しんでいます。



上記10駅をピックアップ！駅の特徴、
都心へのアクセス、家賃相場、住民の
声、駅周辺情報などをご紹介！

運行情報は
「໐平常運転」
「△遅延または一部運
休」「×運休または運転
見合わせ」という一目で
わかる表記に変更。

特急電車・座席指定列車のページを
新設。ラビュー、レッドアロー、S-TRAIN、

拝島ライナーの情報をわかりやすくお届けします。

第1回「いい地盤の日アワード」を受賞
するなど、災害に強いと評価される西武

線。住む場所を選ぶ時に役立つ地盤の安定性
などを知ることができるコンテンツも。

フルリニューアル！
西武鉄道Webサイト

スマートフォンやタブレットでも、パソコンでも、知りたい情報
をわかりやすくお届けできるWebサイトをめざしてフル
リニューアルしました。4つのカテゴリごとに掲載内容やポイント
をご紹介します。

西武鉄道広報部
Web担当
陳（左）
佐野（右）

ココから
アクセス！

電車に
乗る

暮らす おでかけ より安全に
・

快適に

ココから
アクセス！

スマートフォン版
新しいサイトの歩き方を
ご案内します！

Point
1

より見やすく、
使いやすいWebサイトへ 知りたい情報を

カテゴリごとにわかりやすく

今回のリニューアルで
新設した

コンテンツです！
知りたい情報に

アクセスしやすいよう
工夫しました！

江古田 練馬 大泉学園 ひばりヶ丘 入間市

飯能 中井 田無 所沢 玉川上水
Point
1

Point
2

Point
2

パソコン スマートフォン

沿線の10駅をピックアップし、住ま
い選びや暮らしに役立つサービス
情報を発信しています。ぜひ西武線
沿線での暮らしをリアルにイメージ
する参考にしてください。

暮らす

お客さまが鉄道を利用する際に
役立つ情報を掲載しています。駅や
きっぷ、電車などの情報とともに、
ラッシュ時の混雑状況やバリアフ
リー情報をまとめたページを新た
に設置しました。おでかけの前など
にぜひご活用ください。

電車に乗る コンテンツ
新

リニューア
ル

Point!
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コンテンツ
新

新型コロナウイルス対策、
連続立体交差事業などの

情報も発信！

駅の開発・リニューアルやサステナ
ビリティアクションなどをはじめ、
お客さまが安全・快適に西武鉄道
をご利用いただけるよう、私たちが
行っているさまざまな取り組みを
ご紹介しています。

西武線沿線の魅力をエリアやジャン
ルごとにご紹介します。秩父・川越・
所沢・飯能エリアの特集ページで
は、各エリアのおすすめスポットや
観光に便利な交通手段などをビ
ジュアルとともにわかりやすく掲載
しています。

ここを見れば、
人気のエリアや穴場スポットが

まるわかり♪

より安全に・
快適に

Web担当からのメッセージ

気になる沿線の最新イベント・キャ
ンペーン情報や、おトクにおでかけ
を楽しめる便利なきっぷの情報な
どを発信！

Point 現在、実施されている連続立体
交差事業の進捗状況など随時
発信しています。

Point

さまざまなお客さまにとって、わかりやすく便利で役立つWebサイトを

めざしました。日常のご利用や、おでかけ、お住まいをお探しの際など

あらゆる場面でご活用いただけると幸いです。今後も、引き続き皆さま

の声に耳を傾け、Webサイトを進化させていきます！

他にもこんなリニューアルで
さらに使いやすく！

スマートフォン版では、利用頻度の高い
「遅延証明書」「チケットレスサービス
Smooz」「お問合せ・よくあるご質問」
「西武線アプリ」を常時表示しています。

ご利用頻度の
高いサービスは常時表示

ニュースリリースをはじめ、最新情報、
レコメンド、サステナビリティアクション、
動画コンテンツなど、さまざまな切り口で
西武鉄道の情報を発信します！

大手私鉄で初！
ニュースルームを新設！

おでかけ

すべてのお客さまが快適にご利
用いただけるよう、バリアフリー
関連の情報を一元化し、利用
シーン別に情報を分け、お探し
の情報へよりアクセスしやすく
しました。また駅構内・電車内
のバリアフリー設備について、
写真付きでわかりやすく紹介し
ています。

バリアフリー情報の
拡充

お客さまの
ニーズに合わせた情報を

お届けできるように工夫しました。
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西武グループ

スマイルリンク登録したPASMOで西武線に乗ると
SEIBU Smile POINTが貯まる！
7月より「乗車ポイントサービス」がスタート！

新しい生活様式や多様化する通勤スタイルを広くサポートする
ため、西武グループ共通会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」
に登録したPASMOを使い、指定の条件で西武線にご乗車いただ
くと 「SEIBU Smile POINT」が付与される新たな
ポイントサービスです。

PASMOで乗車すると
ポイントが貯まる！

スマイルリンク登録したPASMOで、ポイ
ント付与対象の西武線にご乗車いただく
とポイントが貯まります。

SEIBU PRINCE CLUBに入会1
STEP

SEIBU PRINCE CLUBは、
SEIBU Smile POINTを貯め
たり、会員限定のご優待・特典
を受けられるサービスです。

「アプリ会員」と「カード会員」の2種類から選択

スマイルリンク登録2
STEP

「スマイルリンク」とは、SEIBU PRINCE CLUBカードとPASMOを
紐付け登録すると受けられる、西武線沿線でのおトクなサービスです。

会員情報とPASMOを連携

事前登録3
STEP

ログイン後、アンケートに答えて事前登録完了。

貯まったポイントは
使い方いろいろ！

貯まったポイントは1ポイント＝1円として、
レジャーやショッピングなどさまざまな
シーンでご利用いただけます。

貯め方は2種類！

時差通勤で貯まる「オフピークプラス」
おでかけで貯まる「おでかけプラス」

※一部、ご利用いただけない施設・店舗もございます。

※詳しくは今後「乗車ポイントサービス」特設サイトにてご案内を予定しています。

乗車ポイントサービスとは？

事前登録は3ステップ

ポイントを貯める

平日の朝に、PASMO通勤定期券を使用し、乗
車対象駅でポイント加算対象となる時間帯に入
場して、池袋・高田馬場・西武新宿のいずれか
の駅を12：00までに出場した場合に、「SEIBU 
Smile POINT」を10ポイント付与します。

時差通勤で貯まる オフピークプラス

西武線沿線の観光地や開催イベントなどへ、おで
かけの際に、特定の条件で西武線に乗車すると
「SEIBU Smile POINT」を付与します。

おでかけで貯まる おでかけプラス

▶詳細は、「乗車ポイントサービス」特設サイトをご覧ください。

03

01

02

6月30日（木）までにSEIBU PRINCE CLUB
マイページから事前登録いただいた方

全員に100ポイント！
500名さまに1,000ポイント！

事前登録で
SEIBU Smile POINTプレゼント！
今だけ！

さらに抽選で！

アプリ
会員

カード
会員
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西武リアルティソリューションズ西武グループ

西武線沿線にシェアオフィスが続々、登場！
4月4日（月）12：00「エミフィス所沢」オープン！
所沢駅直結の商業
施設「グランエミオ
所沢」4階に、シェア
オフィス「エミフィス
所沢」がオープンしま
す。個室やオープン
席などを備え、ニーズに合わせた使い方ができる
ワークスペースです。ぜひご活用ください。

内観（イメージ）

※イメージ

エミフィスミニ田無

新宿線田無駅直結
「エミオ田無」1階

東村山駅付近 高架化通信

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

東村山駅 ホーム所沢方高架橋構築状況 新宿線 東村山第１号踏切付近
高架橋構築状況

●駅部では引き続き高架橋の構築工事を進めています。
●駅部以外では仮線路切替が完了した区間から高架橋の構築
工事を進めています。また、新宿線久米川方の一部区間では
仮線路切替に向けた準備工事を進めています。

工事期間中、お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。
【駅部】

新宿線久米川方 仮線路切替準備状況新宿線 高架橋構築状況（柱構築状況）

【駅中間部】

所沢方 所沢方

東村山方

東村山方

東村山方

上り線

下り線

仮上り線

西武鉄道新宿線、国分寺線および西武園線（東村山駅付近）連続立体交差事
業は、東京都が事業主体となり、道路整備の一環として進めている都市計画
事業であり、西武鉄道は、東京都・東村山市とともに事業を推進しています。

SEIBU PRINCE CLUB カード セゾン
おトクな新規入会キャンペーン実施中！

新規入会対象期間中に発行され
たカードで、西武プリンスクラブ加
盟店にて合計15,000円（税込）
以上クレジットカードを利用された
方に、1,500ポイントプレゼント！
※SEIBU Smile POINTを加算
　した決済のみが対象です。

500ポイントまたは1,000ポイント
新規入会対象期間中に発行されたカードとPASMOカードを紐付け登録
（スマイルリンク登録）し、さらにPASMOオートチャージサービスにお申し込み後、
合計5,000円以上オートチャージにてチャージをされた方に、500ポイント
プレゼントします。モバイル対応PASMOで登録、利用いただいた場合には1,000
ポイントプレゼント！

500ポイント
条件クリア対象期間中にSEIBU PRINCE
CLUBアプリをダウンロードして、新規入会
対象期間中に発行されたカードで会員登録
（マイページ登録）後にログインされた方に、
500ポイントプレゼント！

5,000ポイント
新規入会対象期間中に入会して
特典1～3の条件をすべてクリア
された方の中から抽選で50名
さまに、5,000
ポイントプレゼント！

▶キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。
　詳しくはキャンペーン特設サイトをご覧ください。

今、SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンに新規入会・条件クリアで、
SEIBU Smile POINTが最大10,000ポイントもらえるWeb限定
キャンペーンを実施中。沿線でのお買い物や定期券購入でおトクな
SEIBU生活をはじめませんか？
●新規入会対象期間　2022年4月30日（土）まで
●条件クリア対象期間　2022年6月30日（木）まで

抽選で
50名さまに

定期券購入で

SEIBU PRINCE CLUB
アプリダウンロードで

1,500ポイント

西武プリンスクラブ
加盟店利用で11

特典

33
特典

44
特典

22
特典

55
特典

SEIBUスマイルリンクサービス登録＆
PASMOオートチャージサービス利用で

新規入会対象期間中に発行されたカード
で、10,000円以上の西武鉄道の乗車駅
を含む定期券を購入された方に1,000ポ
イント、20,000円以上の西武鉄道の乗車
駅を含む定期券を購入された方には、
2,000ポイントプレゼント！

1,000ポイント
または2,000ポイント

SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンなら
ポイントが貯まる！使える！
SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンなら
ポイントが貯まる！使える！

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

3月30日（水）新宿線田無駅にも
OPEN！

久米川方
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埼玉西武ライオンズ インフォメーションセンター

主催試合開催日 | デーゲーム  10：00～18：00　ナイトゲーム 10：00～20：00
0570-01-1950TEL. 10：00～18：00平日

最新の試合日程は埼玉西武ライオンズ　オフィシャルWebサイトをご覧ください。

輝かしいライオンズの歴史を紐
解き、その栄光の足跡を今に伝
える「ライオンズ・クラシック」。
2008年の西鉄ライオンズ復刻
からこれまで通算8回開催してき
た本企画の開催が決定！4月
22日（金）～24日（日）の楽天戦は「第1章 パ・リーグ戦国時代、王者
への挑戦」と題し、開催します。

埼玉西武ライオンズ 4・5月試合日程

「ライオンズ・クラシック2022」第1章開催！
2018年以来4年ぶり！

4月10日（日）の来場者全員※に
BIGブランケットを配布！

4月8日（金）～10日（日）「プレイヤーズフェスタ」開催！

4月8日（金）～4月10日（日）の福岡ソフトバンク3連戦は、ライオンズ
の選手（プレイヤー）たちにフィーチャーした、「プレイヤーズフェスタ」を開
催します！第1弾企画として、4月10日（日）の来場者全員に、ライオン
ズの選手達のイラストをデザインした「プレイヤーズイラストBIGブラン
ケット」の配布が決定！期間中は、選手イラストを使用した限定の場内
演出を実施予定。一緒に試合を盛り上げましょう！

※雨天などによる試合中止がある場合、追加試合日程が組まれる場合がございます。
※日程・開始時間・開催球場などが変更になる場合がございます。※数字は試合開始時間です。

18：00

18：00

18：00

18：00

14：00 14：00

18：00 13：00

18：00

18：00

4  APRIL
mon tue wed thu fri sat sun

オリックス

オリックス オリックス

オリックス北海道日本ハム北海道日本ハム

福岡ソフトバンク

オリックス

楽　天

3

7

2

8654 109

1514131211 1716

2221201918 2423

26
福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク
2725

1

楽　天

オリックス

楽　天千葉ロッテ 千葉ロッテ

ZOZO
マリン

ZOZO
マリン

千葉ロッテ千葉ロッテ
ZOZO
マリン

千葉ロッテ

楽　天楽　天 福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク

28 29 30PayPay
ドーム

PayPay
ドーム

PayPay
ドーム

京セラD
大阪

京セラD
大阪

京セラD
大阪

京セラD
大阪

京セラD
大阪

京セラD
大阪

楽天生命
パーク宮城

楽天生命
パーク宮城

宮崎

18：0013：0013：0013：00

18：3018：30

14：00 13：00

18：00 14：00 13：00

18：00 14：00 13：00

PayPay
ドーム

札幌
ドーム

札幌
ドーム

札幌
ドーム

5  MAY
mon tue wed thu fri sat sun

楽　天楽　天福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク 楽　天

北海道日本ハム

5 6432

9

87

13121110 1514

2019181716 22

29

21

24 2523
北海道日本ハム 北海道日本ハム福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク

千葉ロッテ千葉ロッテ千葉ロッテ 北海道日本ハム北海道日本ハム 北海道日本ハム

26 27 28バンテリン
ドーム

バンテリン
ドーム

バンテリン
ドーム

中　日
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『おうちでライオンズグルメ』の販売を開始！
“獅子まんま”が冷凍食品で自宅に届く新サービス！

球場でしか食べること
の出来なかったグルメ
をご自宅でもお召し上
がりいただき、皆さまに
ライオンズをより身近
に感じてほしいという
思いから開発しました。
今回は第1弾として

“若獅子シリーズ”と題し、ライオンズの選手寮でもある“若獅子寮”で
実際に選手が食べているメニューを再現した12種類の商品を販売いた
します。ライオンズストアオンラインと、球場内（ベルーナドームゲート内
広場インフォメーション横球弁特設カウンター）にて好評販売中です。

5月13日（金）にAqoursとのコラボデーを開催！
ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団コラボ

パ・リーグ6球団およびパシ
フィックリーグマーケティング
株式会社は、新世代アイドルプロ
ジェクト「ラブライブ！」シリーズ
とのコラボレーションを決定！
ライオンズのコラボ試合は、5月13日（金）の楽天戦にて開催予定です！

●サイズ W140×H80cm
　ネイビー、ブルー、ブラックのうち、ランダムにて1つを配布

※ビジター外野指定席（ライト）・ビジター
　ユニバーサルデッキ（ライト）除く、
　チケット1枚にグッズ1つ
※“チケットをお持ちでない未就学児”
　は配布対象外となります

※詳しくはライオンズオフィシャルサイトをご覧ください。

全3種
イメージ
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ベルーナドームでの
デーゲーム

ベルーナドームでの
ナイトゲーム

沖縄セルラースタジアム那覇
でのホームゲーム
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