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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
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。

Webサイトでも公開中！

「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。 8月31日（水）

8月31日（水）消印有効
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※掲載内容は2022年7月20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。

“［乗車］ポイントサービス”

すてきで、楽しい夏を！  沿線おでかけガイド
アミューズメントも、アウトドアも、温泉も。

夏にピッタリなおすすめスポットをご紹介します。

西武園ゆうえんち 夕日の丘商店街のカラフル提灯

7月号のクイズの答え

.359

2022

1～６ページをチェック

“○○○○○＆よこぜ夏の体験学習”

学びの森で、大自然ならではの“学び”や“体験”が
できるさまざまなイベントを開催中！この体験学習は？

　　　　　　夏といえば、やっぱりアウトドアがいいですね！登山や
キャンプ、川遊びなど、家族や友人とすてきな夏休みの思い出をつくる
チャンス♪楽しい一日の最後は冷えたビールで乾杯、この夏……最高！



昨年、体験満足度96%を記録した
「大火祭り」が特殊効果を増強し、
最高に盛り上がれるナイトフェスに
進化！さらに大花火が夏の夜空を
埋めつくします♪

西武園ゆうえんち
大夏祭り

夏の熱気にノリまくろう！

お子さまに大人気の『ふしぎ駄菓子屋 
銭天堂』の世界観をリアルに再現。
店主の「紅子」に手渡された「ふしぎ
駄菓子」を味わうと、現実世界に驚きのふしぎ体験が巻き起こる!?

大盛況だった昨年に引き続き、
2回目となる「大夏祭り」がさらに
パワーアップ！朝から晩まで一日中、
思いっきり夏をお楽しみください！

9月4日（日）
まで

毎日開催！

9月4日（日）
まで

毎日開催！

カラフルな提灯が夏の夜を彩る

夕日の丘商店街

運命を変える駄菓子屋へようこそ
ふしぎ駄菓子屋
銭天堂 ザ・リアル

夕日が落ちると、1,000を超えるカラフル
な提灯が一気に灯り、幻想的な光景に。
喫茶ビクトリヤのクリイムソーダ（夏空）
など、期間限定のフードにも注目♪

西武園ゆうえんち駅

開催場所   波のプール 特設ステージ
ショー時間   毎日2回 約15～20分

開催場所   レッツゴー！レオランド 特設ステージ
ショー時間   毎日1回 約20分
花火演出日    8月6日（土）、7日（日）、15日（月）、20日（土）、
                       21（日）、27日（土）、28（日）、9月3日（土）、4日（日）

他にも見所たくさん！

夏シーズンがいよいよ到来！テーマ別に沿線の人気スポットを
ご紹介します。夏の思い出づくりにぜひお役立てください♪

大火祭り
だい　  ひ　  まつ

大水合戦
だい　 みず    がっ   せん

大好評のウォーターキャノン
や放水銃をさらに増強！
ステージから襲いかかる大量
の水が夏の暑さを吹き飛ばし
てくれる、大興奮の
エンターテイメント
ショーです。

大火祭りグッズ

プール限定フード

打ち上がる満天の花火や噴き上がる
炎の演出で大熱狂のナイトフェス

豪快！爽快！プールを舞台に大水合戦
大量の水が降り注ぐ参加型ショー

SEIBU Smile POINTや乗車ポイントサービス
「おでかけプラス」についてはかわら版7月号
でご案内しています。

おでかけプラス
対象

SEIBU Smile POINT
対象

©廣嶋玲子・jyajya／偕成社／銭天堂製作委員会
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真夏の陽ざしをあびて、
一斉に咲き誇るひまわり
は夏の風物詩。国営昭和
記念公園は、大人の背を
超えるほどの“ハイブリッド
サンフラワー”をはじめ、
多くの品種を楽しめる
スポットです。

船上から、長瀞の絶景を堪能

一面に広がる黄色いヒマワリ河原BBQの聖地・飯能河原へ

大自然ならではの“体験”を

お気に入りの電車と記念撮影♪

自然の中でリフレッシュ

西武秩父駅から秩父鉄道に
乗り換えて長瀞駅下車

RIVER RANTA Hanno

長瀞ラインくだり

あしがくぼ＆よこぜ
夏の体験学習

国営昭和記念公園

都立東伏見公園

竹林公園

飯能駅

芦ヶ久保駅・横瀬駅

東伏見駅・西武柳沢駅

東久留米駅

食材＆ドリンクを持ち込むだ
けで、手軽にBBQができる
スポットが期間限定で登場！
水や緑に囲まれた空間で癒さ
れながらBBQを楽しんでみて
はいかがですか♪

地球の窓とも呼ばれる、国指定
名勝・天然記念物「岩畳」を
望む長瀞ラインくだりは、夏の
人気アクティビティ。水上で
爽やかな風を感じながら、雄大
な自然を満喫しませんか？

全長49mのローラーすべり台
やアスレチックなどがあり、
ファミリーで楽しめる都立公園。
新たにフォトスポットとして、
車窓が楽しめるボックス席や
駅のホームをイメージしたベンチ
などが登場しました！

約2,000本もの孟宗竹が生い
茂り、風にそよぐ竹の葉の音が
心地よい自然豊かな公園。
公園の一角からは湧水も流れ、
新東京百景にも数えられて
います。遊歩道が整備されて
おり、おさんぽにおすすめです。

「ドローン操縦体験」や「苔玉作り体験」
など、さまざまな“学び”や“体験”ができる
イベントを開催中！この夏は特急ラビュー
で、学びの森へでかけましょう！

大人1名+小児1名で池袋または所沢駅発
→芦ヶ久保・横瀬・西武秩父駅着の特急に乗
車し、西武秩父駅で特急券を提示すると、親子
片道特急料金相当のクーポン券をプレゼント！

※詳しくは多摩モノレールWebサイトにてご確認ください。

※今回の「おでかけプラス」のキャンペーン対象駅は
　芦ヶ久保駅のみです。

詳しくは
Webサイトを
ご覧ください。

親子片道特急料金実質無料キャンペーン

たまモノこどもワンデーパス

8月31日まで、一部の特急ラビューが芦ヶ久保駅に臨時停車！

武蔵砂川駅下車または
玉川上水駅から多摩モノレールに
乗り換えて立川北駅下車

ハイブリッドサンフラワー（原っぱ南花畑）

おトクなパ
スで

でかけよう！ 9月30日（金）まで
多摩モノレールを利用するなら、小学生を対象に
100円で1日乗り放題となる「たまモノこども
ワンデーパス」がおトクです！

東久留米市提供

8月31日（水）まで
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これからも乗車ポイントサービスの新キャンペーンが登場予定！

ぜひチェックしてください！

秩父鉄道の熊谷駅から三峰口駅
までの56.8kmを結ぶ、観光列車
「SLパレオエクスプレス」。「都心から
一番近い蒸気機関車」として知られ、
片道約2時間40分、
1日1往復しています。

西武秩父駅前温泉 祭の湯
温泉も、秩父グルメも、特産品も

秩父名物
“祭”を
コンセプト
にした複合
型温泉施設。
「武甲山」を望む露天
風呂やサウナなどの
温泉エリアだけで

なく、期間限定で開放感のあるテラスで、秩父のソウルフード
「ホルモン」を七輪でお楽しみいただけます。秩父観光とあわ
せて、心地よい時間をお過ごしください。

地元の狭山茶配合
のオリジナルバス
パウダーを使用し
た、香り立つ「狭山
の茶湯」。平日は日
帰り入浴とお食事
がセットでおトクな
「マル得セット」が
おすすめです。狭山丘陵の美しい景色を眺めながら、ゆるやかな
ひとときをお過ごしください。

日本庭園に囲まれ、四季折々の
自然を満喫できる「豊島園 庭の湯」。
男女一緒に水着で楽しめるバーデ
ゾーンをはじめ、天然温泉やフィン
ランドサウナ、岩盤浴、リラクゼー
ションエリアなどを備え、さまざまな
楽しみ方ができます。

浴衣で川越の町並み散歩
ゆるりと小江戸を散策

かつて城下町として栄えた川越には、町のシンボル「時の鐘」や
「蔵造りの町並み」など、歴史ある景観が広がります。浴衣に
着替えて、ノスタルジックな小江戸さんぽにでかけませんか。

狭山茶の湯でリフレッシュ

中国割烹旅館 掬水亭
日帰り入浴・大浴場「狭山の茶湯」

豊島園 庭の湯
静かな時間が流れる、大人の温泉

SLパレオエクスプレス
のんびり夏景色を眺めるSLの旅

※ご利用は中学生以上

西武秩父駅

本川越駅

西武秩父駅から秩父鉄道に乗り換え：熊谷駅～三峰口駅間を運行

豊島園駅

西武園ゆうえんち駅

手ぶらで浴衣レンタル付き 宿泊プラン

運行の詳細はこちら

川越へでかけるなら「西武川越パス」が
おすすめ！

詳しくはこちらを
ご覧ください。

これが
おトク！

8月31日（水）
まで

ビアホール
営業中！

川越プリンスホテル
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リニュー
アル

西武鉄道 N E W S

information
西 武 グ ル ー プ

特急券・指定券の購入で「SEIBU Smile POINT」が貯まる！
12月 チケットレスサービス「Smooz」が
フルリニューアル予定！

Webで特急券・指定券を
購入できる「Smooz」が
12月にフルリニューアルする
予定です。さらに便利に、
使いやすくなるSmoozに
ご期待ください。

西武球場前駅において、視覚に
障がいをお持ちの生徒の皆さま
が、鉄道を安全に利用するため
の体験学習を行いました。当日は
さまざまな体験を通して、駅や電
車に対する認識を高めました。 
当社では、これからもすべてのお客さまに安全に鉄道をご利用
いただくため、さまざまな取り組みを進めていきます。

7月5日、
塙保己一学園（埼玉県立盲学校）の
体験学習に、全面的に協力しました

r e p o r t

はなわ ほ き いち

◆電車の外側や内側に触れ、電車やホームの構造などを知る体験
◆券売機でのチャージや自動改札機を入出場する体験
◆電車のドアを開閉しての乗り降り体験

体験学習の内容

「スポーツ×サステナビリティ」をテーマに
「JCL BANK LEAGUE」

西武園競輪場で埼玉初開催！
ジャパンサイクルリーグ（JCL）と連携し、
自転車を通じた地域活性に取り組みます。
第1弾として、8月20日（土）に埼玉初となる
「JCL BANK LEAGUE」を西武園競輪場でエキシビションレースにて
開催。当日は開催に合わせて、お子さまから大人まで自転車に親しんで
いただけるイベント“SEIBU Green Cycle Festa”を実施します。

●サイクルトレイン＆JCL共同イベント

西武ホールディングス

積み立てたポイントで特急券・指定券を購入する方式から、購入時に決済する
方式に変更。

開催当日は臨時サイクルトレインを運行。片山
右京チェアマンが参加する臨時サイクルトレイン
内のイベントや多摩湖1周スペシャルライドなど
がセットになったツアーを実施予定です。
●西武園競輪場イベント
会場では自転車教室、フリーマーケットなど、
ご家族でお楽しみいただけるイベントも多数
ご用意しています。

一つの会員情報で「Smooz」と「SEIBU PRINCE CLUB」を利用できるように
なり、Smoozで特急券・指定券を購入すると、西武プリンスクラブ加盟店などで
使える「SEIBU Smile POINT」が貯まります。

会員情報を「SEIBU PRINCE CLUB」と統合！
Smoozで「SEIBU Smile POINT」が貯まる・使える

Smoozを利用すると
ポイントが貯まる！

貯まったポイントはSmoozや
西武プリンスクラブ
加盟店で使える!

１ポイント

2ポイント

3ポイント

走行中の列車アイコンをタップすることで、アプリ内で特急券・指定券の購入が可能に。
西武線アプリで特急券・指定券がスムーズに買える

決済がよりスムーズに

サイクルトレイン車内イメージ

SEIBU Green Cycle Festa

今後の詳細と積み立て
ポイントの払いもどしに
ついては、随時Webサイト
にてご案内します。

JCL チェアマン
片山右京 ©JCL

会員登録

購入額を

そのまま
決済

※現在登録されているSmoozの会員情報は引き継がれません。新しいSmoozの会員
　サービスを利用するためには、新たな会員登録が必要となります。

▶詳細はこちらをご覧ください。

西
武
鉄
道
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れ
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れ
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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。

ファンクラブ
会員先着！

今年のライオンズフェスティバルズの
テーマは「WILD WILD SUMMER 野性
に還る夏」。このテーマに沿って、ベルーナドームにはさまざまなアウト
ドアアクティビティが登場！また、「WILD WILD SUMMER 野性に還る
夏」らしいメスティングルメや、スペシャルユニフォームを使用したグッズ
などもこの期間限定で販売します！

ライオンズフェスティバルズ
2022開催！

8月21日（日）まで開催！ 8月19日（金）「生ビールワンコイン＆チケット半額デー」

2022シーズン、ベルーナ
ドームでの金曜日の試合は
「ライオンズフライデー」を
開催！8月5日（金）はゴール
デンボンバーの樽美酒研二
さん、8月19日（金）はあさ
りど堀口さんと響が来場し、

フライキャッチチャレンジ、イニング間イベントへの登場で場内を盛り上げ
ます！さらに8月19日（金）は“生ビールワンコイン&チケット半額デー
（内野指定席B・C）”を開催！フライデーナイトは会社の同僚や友人、
ご家族を誘ってベルーナドームでライオンズを応援しましょう！

※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。

中止となった7月1日（金）の振替試合の日程によっては、レギュラーシーズン
ホーム最終戦が9月29日（木）以降の日程となる場合がございます。

8月も金曜日はライオンズフライデーを開催！

3年ぶりの公式戦！

9月1日（木）は3年ぶりとなる
県営大宮球場での公式戦を開催
します！当日はファンクラブ会員
先着4,500名さまに「ハーフ&
ハーフユニフォーム」を配布！
ほかにもグルメワゴンの出店や
大宮グッズの販売を実施予定
です。ぜひお楽しみください！

9月1日（木）は県営大宮球場で開催！

札幌
ドーム

札幌
ドーム

札幌
ドーム

北海道日本ハム北海道日本ハム 北海道日本ハム
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18：00
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17：0017：0018：00
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下記試合終了後には、夏にぴったりなアウトドアアクティビティやプラネ
タリウム投影機を用いた星空投影イベントなどを行います！
▶8月6日（土）・7日（日）千葉ロッテ戦、20日（土）・21日（日）オリックス戦

さらに、8月7日（日）千葉ロッテ戦にて
期間限定ユニフォーム「WILD WILDユニ
フォーム」を来場者全員※1に配布、8月
21日（日）オリックス戦では、小学生以下の
お子さま全員※2にライオンズオリジナルの
「埼玉西武ライオンズ ポケット人生ゲーム」
を配布いたします！パッケージやゲーム
盤、キャラクターカード、お宝カードなどこの日のためにデザインされた
ライオンズオリジナルのものですので、ぜひゲットしてください！
※1 当日のチケットをお持ちで来場された方全員〔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〕に、チケット1枚にグッズ1つをお渡しいたします。
※2 “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。

県営大宮
球場での
ホームゲーム

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
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