
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。　

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
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。

「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。 9月30日（金）

9月30日（金）消印有効

発 行 日  2022年9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
2022.8.38TM

※掲載内容は2022年8月23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。

“［あしがくぼ］＆よこぜ夏の体験学習”

西武鉄道かわら版  創刊30年
創刊30年を迎えた「西武鉄道かわら版」。

30年の軌跡とともに、西武鉄道の歴史をご紹介します。

グランエミオ所沢　セントラルプラザ

8月号のクイズの答え

.360

2022

 今号でかわら版創刊30年を迎え、新たに表紙イラストをシャープ
なタッチへ変更しました!お気付きになりましたでしょうか?これからも西武鉄道の
さまざまな取り組みをシャープに発信していきますので、ぜひご期待ください♪

“199２年○月号”

西武鉄道かわら版は創刊30年を迎えました。
創刊号は1992年の何月号でしょうか？

１～5ページをチェック

Webサイトでも公開中！



新生・西武鉄道の想いや決意を新しい制服に託し、象徴である「コーポ
レートシンボル」を取り入れました。リサイクル素材を使用し、環境にも配
慮しています。

6月1日

5月15日

12月6日

2月20日

12月16日

6月15日

4月26日

4月1日

4月1日

3月18日

7月3日

西武鉄道かわら版創刊

鉄道業界では、車両を製造会社から購入
するのが一般的ですが、西武鉄道は所沢
車両工場を有し、1999年まで車両を新造
していました。

「西武・電車テレホンセンター」から生まれ変わり、電車の時刻・運賃、
特急の空席照会に加え、新たにご意見やご要望をお聞きする窓口も
開設しました。

所沢車両工場閉鎖

ニューレッドアロー
（10000系）デビュー

Webサイトで運行情報の提供を開始

西武鉄道お客さまセンター開設

20000系デビュー

レッドアローの名を踏襲する赤い帯が特徴の
ニューレッドアローが登場！

30000系デビュー
「Smile Train ～人にやさしく、みんなの笑顔を
つくりだす車両～」というコンセプトのもとに
開発。正面から見ると、笑顔に見えるデザインです。

駅ナカ・コンビニ「トモニー」
練馬駅店、練馬高野台駅店、
西所沢駅店の3店舗がオープン

ICカード「PASMO」サービス開始

4月1日 西武鉄道かわら版
1回目デザインリニューアル

12月7日 西武有楽町線（練馬～新桜台間）営業開始

3月27日 20年ぶりに制服をリニューアル、
コーポレートシンボルを全制服に

6000系デビュー

9000系第一編成完成

3月26日 東京地下鉄（当時は帝都高速度交通営団）
有楽町線との相互直通運転開始

1月1日 西武鉄道Webサイト開設

1992年5月、西武鉄道の広報誌として創刊した「西武鉄道かわら版」。
30年（360号）を記念して、西武鉄道の歴史とともに
これまでのあゆみを振り返り、皆さまにご紹介します。

毎月1日発行

西武鉄道のさまざまな取り組みを皆さまにお伝えする
ために、観音開き8ページで発刊。創刊号では
“6000系デビュー”と“ラッシュ緩和に向けて、進む
池袋線の複々線化”を特集しました。

創刊号の表紙デザインは、
電車とハナショウブの貼り絵でした。

ト リビア

現在の縦257mm×横109mmサイズになりました。

現在、跡地に商業施設を核とした再開発が
2024年中の開業を目指して進行中です。

8月1日 西武鉄道かわら版 100号発行

30創刊 年
Anniversary

西武鉄道か
わら版
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沿線の活性化と新しい旅行スタイルの
提供を目的に、全席レストラン車両の
観光電車がデビュー！建築家 隈研吾氏
がデザインを担当しました。

西武鉄道かわら版
2回目デザインリニューアル

東京地下鉄副都心線との
相互直通運転開始

6月14日

4月1日

西武鉄道かわら版ギャラリー 初開催

西武鉄道かわら版
3回目デザインリニューアル

40000系デビュー
「人にやさしい、みんなと共に進む電車」を
コンセプトに、省エネルギー化、低騒音化に配慮
した40000系が誕生！車いすやベビーカーを
ご利用のお客さまや大きな荷物をお持ちの
お客さまも安心・快適にご利用できるパートナー
ゾーンを設置しています。

001系Laviewデビュー
「移動手段ではなく、乗車することが目的
の特急」として、建築家・
妹島和世氏がデザイン。
大きな客室窓が特徴です。

新宿線中井～野方駅間連続立体交差事業着手

新宿線東村山駅付近連続立体交差事業着手

Twitterで
運行情報の提供を開始

チケットレスサービス「Smooz」開始

西武 旅するレストラン「52席の至福」運行開始

副都心線を経由し東急東横線、
横浜高速みなとみらい線との相互直通運転開始

創立100周年を迎える

池袋線連続立体交差事業完了

001系Laview ブルーリボン賞受賞 

「西武線アプリ」配信開始

表紙イラストのギャラリーを開催。
イラストを用いた「ぬりえ教室」
なども実施しました。

「鉄道車両として完成度が極めて高い、魅力ある車両」
と評価され、1970年の5000系レッドアロー以来、50年
ぶりの受賞となりました。各エントランスにはブルー
リボン賞のプレートが設置されています。

3月31日

3月26日

4月1日

3月16日

6月5日

11月25日～12月1日

4月9日

5月7日

3月16日

6月9日

1月14日

1月27日

4月17日

3月25日

列車走行位置などの運行情報がリアルタイムに
わかるアプリが登場！

田無～花小金井駅間
夜空に輝く満月のイラスト
が人気投票第1位！

トリビア

魅力ある沿線の風景を印象的に描く、水彩タッチの
表紙へ。コーナー名称も一部変更し、読みやすい
誌面を目指しました。

2015年1月までに
計28ヵ所の踏切が
除却されました。

今年のリニューアルで、バスの運行位置も確認
できるようになりました。今後も進化していきます！

特急列車をチケットレスで利用できる
サービスとして誕生した「Smooz」。
今年12月には、より使いやすくなる
ようにフルリニューアルする予定。
ぜひ、ご期待ください！

元町・中華街まで電車1本で行けます！

グランエミオ所沢

ほほえみのある毎日をイメージした、あたたかいタッチのイラストに！
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西武鉄道 N E W S

東日本大震災や新型コロナウイルス感染症による
緊急事態宣言で一時的に休刊したこともあり、

Webでの公開やバックナンバーの掲載もはじめました。
これからも西武鉄道・西武鉄道かわら版をよろしくお願いします。

「としまえん」閉園8月31日

9月1日 西武鉄道かわら版 360号発行

所沢駅リニューアル

ベルーナドームエリア グランドオープン
座席の改修のほか、お子さま向けの施設やレストランを整備するなど、
野球観戦も、エンターテイメントも、グルメも楽しめるドームエリアに
生まれ変わりました。

100%自社の太陽光発電でレオライナーを運行

特定の条件で西武線に乗車する
と「SEIBU Smile POINT」が
貯まる、乗車ポイントサービスを
スタートしました。

西武多摩川線サイクルトレイン本実施

西武園ゆうえんち グランドオープン

乗車ポイントサービススタート

「心あたたまる幸福感に包まれる世界」を
コンセプトにリニューアル！新しいのに懐かしい、
非日常のエンターテイメント体験を楽しめる
施設に生まれ変わりました。

「グランエミオ所沢」第Ⅱ期開業とともに、所沢
駅がバリューアップしました。南改札の新設や
東西自由通路が整備され、待ち合わせなどに
使える「とことこひろば」が登場しました。

9月2日

3月26日

4月1日

5月19日

10月1日

7月11日

日本で初めて、自社太陽光発電由来の環境
価値が付いた電力による通年・全列車の運行
を実現し、CO₂排出量実質ゼロでの運行が
可能になりました。

カルーセルエルドラド、プールなどで人気
を集めたとしまえんが、94年の歴史に
幕を下ろしました。

池袋線と新宿線を走る電車を上から一望できる屋外
デッキは、2020年9月号の表紙イラストにしました！

ト リビア

来年、跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京
 - メイキング・オブ ハリー・ポッター」が開業予定です。

皆さまと一緒に成長してきた西武鉄道かわら版は、
おかげさまで創刊30年を迎えました。

▶設備の整備計画など詳細はWebサイトをご覧ください。

国土交通省により創設された、鉄道施設のバリアフリー化の
推進を目的とする制度で、お客さまから頂戴する鉄道駅
バリアフリー料金に自社負担を加え、鉄道施設のバリア
フリー化を促進させるものです。

「鉄道駅バリアフリー料金制度」とは

これまで整備を進めてきた1日あたりのご利用者数10万人以上
の駅に加えて、10万人未満の駅に対しても整備を推進します。
今後、2030年度までに23駅62番線に新たに設置し、2030年度
末時点での総整備数28駅84番線を目指します。

●ホームドア整備の拡大

スロープ設置による段差解消や、運行情報提供設備の増設など
を通して、どなたでも利用しやすい駅を目指していきます。

◀所沢駅
　ホームドア

◀運行情報提供設備
　（改札口付近ディス
　プレイ）

●バリアフリー設備

すべてのお客さまに安全・安心かつ快適なサービスを届けるため
に「鉄道駅バリアフリー料金制度」を活用し、バリアフリー設備の
整備を加速します。なお、1乗車あたり10円を基本として運賃に
加算し、収受開始は2023年3月頃を予定しています。

 鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、
バリアフリー設備の整備を着実に推進します

今後の取り組み

100年以上の歴史を持ち、

「機械遺産」に

認定されました！

カルーセルエルドラド
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全92駅の1日平均乗降人員は約278万人。前年度に比べて
約7.6%の増加となりました。

2021年度　駅別乗降人員のご報告

r e p o r t

❖  2021年度 駅別乗降人員 上位10駅（1日平均） ❖
順位 駅名 乗降人員

1 池　袋 355,767人 6 国分寺 93,722人
2 高田馬場 223,847人 7 所　沢 86,613人
3 西武新宿 122,945人 8 大泉学園 69,496人
4 小竹向原 111,406人 9 石神井公園 65,696人
5 練　馬 101,327人 10 秋　津 65,338人

※前年度から、上位10駅に順位の変動はありません。
※他社線との相互直通運転による通過人員を含みます。

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

中井～野方駅間 地下化通信

西武鉄道新宿線（中井～野方駅間）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・中野区とともに事業を推進しています。

新井薬師前駅部　掘削工事

野方方取付部　掘削工事

沼袋駅部　工事桁架設工事

●新井薬師前駅部では、掘削工事を行っています。
●沼袋駅部では、工事桁架設工事を行っています。
●野方方取付部※では、引き続き地下構造物の構築に向けた掘削
　工事を行っています。
　※トンネル区間から地上部へつながる部分

野方方取付部施工断面図

上
り
線

下
り
線

掘
削
工
事

北
側

南
側

道
路

順位 駅名 乗降人員

1,000ポイント

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をひもづけ（スマイルリンク
登録）、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、1,000ポイントプレゼント！

3,000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
100名さまに、3,000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。定期券
購入や沿線でのお買い物でおトクなSEIBU生活をはじめませんか？

抽選で
100名さまに

1,000～5,000ポイント

西武プリンスクラブ
加盟店利用で

22
特典

33
特典

44
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

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！

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10,000円
（税込）ご利用いただくごとに、1,000ポイント
プレゼント！（上限5,000ポイント）
※クレジット利用かつSEIBU Smile POINTを貯めた
　決済のみが対象です。

定期券購入で11
特典

information
西 武 グ ル ー プ

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！

西武グループ・西武鉄道

新規入会対象期間中に発行されたカードで、
10,000円以上の西武鉄道が発行する定期券を
購入された方に1,000ポイントプレゼント！

平日の朝、スマイルリンク登録したPASMO定期券（通勤・
大人）で、入場対象駅で特定の時間帯に入場し、池袋駅・
高田馬場駅・西武新宿駅のいずれかの駅を出場した場合に、
SEIBU Smile POINTが10ポイント貯まります。

乗車ポイントサービス「オフピークプラス」
さらに
おトク！

●新規入会対象期間 2022年10月31日（月）まで
●条件クリア期間  2022年12月31日（土）まで

オフピークプラス ポイント3倍キャンペーン

▶詳しくはWebサイトをご覧ください。

エントリー 期間  11月30日（水）まで
キャンペーン期間 10月3日（月）～11月30日（水）
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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。

L-FRIENDS活動の一環として、9月
7日（水）は野生のライオンを救うプロ
ジェクト「SAVE LIONS DAY」、9月
17日（土）は児童虐待防止活動の周知
啓発活動を行う「SAVE THE HOPE ライ

オンズオレンジリボン運動デー」を開催！選手・監督・コーチが限定の
「L-FRIENDSユニフォーム」と、キャップ・ヘルメットはそれぞれのテーマ
カラーである「青」・「オレンジ」を着用し試合に臨みます！さらに、活動に
ついてファンの皆さまにも考えてもらうことができる、プレ
ゼントが当たる共熱ジャック企画も行い
ますので、ぜひチェックしてください！

9月10日（土）・11日（日）の北海道
日本ハム2連戦は、「ライオンズ・
クラシック2022」を開催！9月
10日（土）は、ライオンズ・クラシック
2022 ユニフォーム（非売品）を来場
者全員※に配布いたします。さらに
この2日間は、かつて小学生の間で大ブームを巻き起こしたミニ四駆との
コラボデーを開催！当日はオリジナルミニ四駆を販売するほか、ゲストと
して、9月10日（土）は“勝利の男神”ことオードリー春日俊彰さん、
11日（日）にミニ四駆大好き声優の徳井青空さんが来場。
お2人とも、自身のミニ四駆を手に、試合終了後の「埼玉西武
ライオンズカップ決勝大会」を
盛り上げます！

ライオンズ×ミニ四駆
コラボデー開催！

ライオンズ・クラシック2022最終章！

サステナブルな社会の実現に向けて

※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。

9月7日（水）・17日（土）L-FRIENDSシリーズ開催！

タオルのデザインは全部で5種類！

9月18日（日）の楽天戦にて、「応援フェイス
タオル2枚セット（連結クリップ付き）」（非売品）
を来場者全員※に配布いたします！

「応援フェイスタオル」を配布！

飯能が舞台のテレビアニメと3度目のコラボデー！

9月19日（月・祝）楽天戦にて、
テレビアニメ『ヤマノススメ Next 
Summit』とのコラボデー開催が
決定いたしました！当日はここな
役の小倉唯さんと、今作より登場
する新キャラクター・小春役の
岩井映美里さんがベルーナドームに来場！2018年以来、4年ぶりに
開催されるコラボデーをぜひお楽しみに！

『ヤマノススメ Next Summit』との
コラボデー開催決定！

埼玉西武ライオンズ 9・10月試合日程
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※ 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。
※ “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。

クライマックスシリーズ
日程

県営大宮球場
ホームゲーム

ベルーナドーム
デーゲーム

ベルーナドーム
ナイトゲーム

▶コラボデー特設サイトはこちら！

ファーストステージ
パ・リーグ2位 vs パ・リーグ3位

ファイナルステージ パ・リーグ1位 vs ファーストステージ勝者
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オードリー
春日俊彰さん来場！ 徳井青空さん来場！

▶L-FRIENDSシリーズ
　特設サイトはこちら！

©しろ／アース・スター エンターテイメント／
『ヤマノススメ Next Summit』製作委員会

小春役
岩井映美里さん

ここな役
小倉唯さん

タオルを
連結できる
クリップ付き

!

プレゼント!
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