
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。
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今月の
クイズ

多数のご応募ありがとうございました。

応 募 締 切

ヒント

｛ 編集後記 ｝

「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 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。

11月号のクイズの答え

.363

2022

12月31日（土）

12月31日（土）消印有効

発 行 日  2022年12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
2022.11.38TM

※掲載内容は2022年11月21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。

新Smooz、いよいよ12月18日（日）スタート！
Webで特急券・指定券を購入できるチケットレスサービスSmoozが、

より便利に、よりおトクなサービスに生まれ変わります！

秩父夜祭

Webサイトでも公開中！

「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

YouTubeにて
TVCM・前面展望
などさまざまな動画
をご紹介しています。 西武線アプリ

公式スマートフォンアプリ

西武鉄道公式チャンネル

西武鉄道Webサイト

西武鉄道 検索

www.seiburailway.jp

Twitter

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

“「S○○○○」”

12月１８日（日）にリニューアルする、Webで特急券・
指定券を購入し、スムーズに乗車できるチケットレス
サービスは？

1～5ページをチェック

“東大和［スケート］センター”

 今年、３年ぶりに「秩父夜祭」が開催されます！12月3日の大祭では、朝から
山車の曳きまわしが行われ、絢爛豪華な笠鉾２基と屋台4基が勢ぞろいします。クライマックスと
なる夜に、団子坂（だんござか）と呼ばれる急坂を曳き上げられる様子は大迫力なのです♪



特急券・指定券 チケットレスサービス

新Smooz、いよいよ 12月18日（日）スタート！

01
STEP

02
STEP

03
STEP

Smooz
ご利用の流れ シートマップから

お好きな座席を選択。

池袋 ⇄ 西武秩父 西武新宿 ⇄ 本川越 ［平日］ 所沢 → 豊洲、豊洲 → 小手指
［土休日］ 西武秩父 ⇄ 元町・中華街

西武新宿 → 拝島

以前は 新Smoozなら

ご利用  シーンに合わせた使い方ができる！サービスの利用には
会員登録が必要

サービスの利用には
クレジットカードによる
事前積立が必要

サービスの利用では
SEIBU Smile POINTが

貯まらない

事前積立  がなくなり、多様な方法で購入できる！

Webで特急券・指定券を購入し、スムーズに乗車できる   チケットレスサービス「Smooz」。
便利におトクにご利用いただけるよう、さらにアップグレ   ードします！

「Smooz」にアクセスし
列車・座席を選ぶ

決済方法を選択
してお支払い

チケットレスで
乗車

Smoozで利用できる電車

リニューアル

ポイント

キャッシュレスで
らくらく決済。

引き換えの手間がなく
スムーズに乗車。

来春から上り電車も登場！

会員  登録でポイントが貯まる！使える！

※「SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン」での購入を除く

※PayPayは、Zホールディングス株式会社の登録商標です。

利用頻度が   多い方は、おトクな特典がもらえる会員登録がおすすめ。
「一度だけLaview    に乗りたい」場合などは、会員登録しなくてもご利用できます。

会員登録のうえ、Smoozをご利用すると
SEIBU Smile POINTが貯まります。

クレジットカード・PayPayで決済可能。
さらに、会員   登録するとSEIBU Smile POINTをご利用できます。
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会員登録でもっと便利に！使いやすく！

会員登録しないで利用チケットレスサービスSmooz 会員登録して利用

●２回まで変更可能
●乗車当日なら、当日内の列車への
   変更は何度でもOK

情報の登録が可能

LINEやメールで送信可能

●クレジットカード
●PayPay
●SEIBU Smile POINT

使える機能が広がります♪

SEIBU Smile POINTの進呈

購入方法

メール・クレジットカードなど
情報の登録

乗車する列車の変更

ネット購入券をWebで送れる

西武線アプリからの購入

西武線アプリからもスムーズに利用でき  るようになります！ 会員のみ

●クレジットカード
●PayPay

購入する度に
入力が必要

2回まで変更可能

詳しくはこちら

新しくなったSmoozを紹介する動画や、SEIBU Smile    POINTが
もらえる事前登録キャンペーンの詳細は、特設サイトを    ご覧ください。

事前登録
キャンペーン

12月6日（火
）

スタート！

ホーム画面の「列車
位置」をタップした
後に表示される列車
アイコンからも購入
できますよ！

こんな使い方も

西武線アプリでのネット購入券の確認方法

※PayPayは、    Zホールディングス株式会社の登録商標です。※LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。

※12月18日（日）の「Smooz」リニューアル以降、西武線アプリをダウンロードしてご利用ください。
　既にダウンロードしているお客さまはアップデートが必要です。

西武線アプリの「空席
照会」または「Smooz」
をタップし、特急券購入
ページに遷移

乗車区間と日時を
選んで「検索」をタップ

希望の列車を選択し
「購入」をタップ。人数・
座席を選択し、決済で
購入完了

乗車当日に
ホーム画面に
表示される
「ネット購入券」
をタップすると、
詳細を確認
できます
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西武鉄道 N E W S

レストラン
列車

    新たなキャンペーン続々追加中！

プラスαの

おトク生活

エントリーして乗車ポイントを貯めよう！

SEIBU PRINCE CLUBには
SEIBU Smile POINTがどんどん貯まる、
使えるサービスがたくさん♪

「乗車ポイントサービス」の

詳細はこちら♪

SEIBU PRINCE CLUB会員でPASMOをお持ちの方なら、
カンタン2STEPでご利用いただけます。

SEIBU PRINCE CLUBと
PASMOをひもづける

乗車ポイントサービスの
キャンペーンにエントリー

ENTRY

まずは西武鉄道のサービスを利用して
ポイントを貯めよう！

Smoozで
特急券・指定券を購入

スマイルリンク加盟店
（トモニー・駅構内の自動販売機など）
でスマイルリンクした
PASMOを利用

定期乗車券の購入

キャンペーンにエントリーし、
スマイルリンクしたPASMOで乗車

当社主催の
ポイント進呈対象イベントへの

参加

※「SEIBU PRINCE CLUBカード セゾン」での購入が条件

上記のほか、ホテルで、お買い物で、野球観戦で、
さまざまな対象加盟店でポイントが貯まります！

「SEIBU PRINCE CLUB」
Webサイトはこちら

詳しくは下記でご紹介しています

2023年1月～3月、みやざき地頭鶏・
宮崎牛・日向夏など宮崎県産の食材
と埼玉県産の食材を組み合わせた
新メニューが登場します。今回のコラボ
は、西武グループとゆかりが深い宮崎県
の協賛のもと、ソラシドエアが手掛ける
空陸一貫輸送サービス「ソラチョク
便」により実現しました。ぜひ車窓から
の景色とともに南国の食材をご堪能
ください。

ソラシドエアの“ソラチョク便”とコラボ
空陸一貫輸送した宮崎県の新鮮な食材を
西武 旅するレストラン

「52席の至福」で提供！

期間：2023年3月20日（月）1：59まで

※当該申出期間内にお申し出のなかったお客さまは、当該
　払戻しの手続きから除斥されますのでご注意ください。

※現行「Smooz」の退会手続きを行うことで、払戻しされます。

▶詳細はWebサイトをご確認ください。

チケットレスサービス「Smooz」によるお申し出

期間：2022年12月18日（日）～2023年3月20日（月）（当日消印有効）
※申請用紙は12月18日（日）以降、以下Webサイトから入手が可能です。

申請用紙の郵送（簡易書留）によるお申し出

野田 達也氏

東京都日本橋
「nol」

秋田 絢也氏

広島県尾道市
「Azumi Setoda」

チケットレスサービス「Smooz」のリニューアルに伴い、資金決済に
関する法律第20条第1項に基づき、積立ポイントの払戻しを行います。

西武鉄道からのお知らせ

チケットレスサービス「Smooz」
積立ポイントの払戻し方法について

▶お申込方法など、詳細はWebサイトをご覧ください。

監修シェフ

ソラシドエア

西武 旅するレストラン 「52席の至福」
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臨時
電車

鉄道
カレンダー

スタンプ
ラリー

協働
事業

●東日本旅客鉄道 埼京・川越線（E２３３系） １編成
●東武鉄道 東武東上線（５００９０型） １編成
●西武鉄道 新宿線 ニューレッドアロー（１００００系） １編成

西武鉄道の車両とともに、
沿線にある季節の花々や紅葉
など四季折々の風景を紹介
します。新たな1年を「電車
のある風景。」のカレンダー
といっしょに過ごしませんか。

表紙は雲一つない青空の下を走る9000系
2023年西武鉄道カレンダー

「電車のある風景。」好評発売中！

参加私鉄10社の各駅で配布している
パンフレットに、鉄道車両をイラストにした
スタンプを集めるスタンプラリーを開催中！
条件クリアでもれなくもらえる「オリジナル
電車ホログラムシール」とあわせて、貴重
な鉄道グッズが当たるチャンスも！ぜひ
鉄道を巡る旅をお楽しみください♪

「電車で行く！小江戸川越古地図めぐり」

各社2駅に設置されたスタンプをパンフ
レットに両方押し、指定の場所で提示すると
各社ごとに異なる「オリジナル電車ホログラムシール」をプレゼント！

さらにパンフレット付属の専用応募ハガキに応募用スタンプを
集めると、抽選ですてきな賞品が当たります！

3年ぶりの開催！鉄道グッズが当たるチャンスも！
私鉄10社共同企画

「私鉄10社スタンプラリー」実施中！

▶詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

川越市市制施行100周年と鉄道開業150年を記念して、アプリを
使用したスタンプラリー「電車で行く！小江戸川越古地図めぐり」を
開催中！また期間中は、鉄道三社（東日本旅客鉄道、東武鉄道、
西武鉄道）の列車1編成に共通のヘッドマークを掲出します。この
機会にぜひ川越さんぽをお楽しみください♪

川越市市制施行100周年記念事業×鉄道三社協働事業
「電車で行く！ 小江戸川越古地図めぐり」、
ヘッドマーク掲出を実施中！

日本三大曳山祭のひとつ
として有名な「秩父夜祭」が
クライマックスを迎える3日
（土）にあわせて、朝9時台より
池袋駅発西武秩父駅行きの
特急列車を増発し、約30分
間隔で運転します。また、お帰り
の時間帯は西武秩父駅発上り特急列車・普通列車を増発し、特別
ダイヤで運転します。ぜひ西武鉄道で冬の夜空を彩る
祭へおでかけください。

師走の夜に、豪華絢爛な笠鉾・屋台と花火が映える
「秩父夜祭」にあわせて、

12月3日（土）に臨時電車を運転します

発売元：株式会社プロスパ
西武鉄道株式会社商品化許諾済

価　　格 1,500円（税込）
発売場所 ●西武鉄道オンラインショップ
 ●駅ナカ・コンビニ「トモニー」
 ●西武秩父駅前温泉 祭の湯
  ※売り切れになる場合もございます。

2023年１月３１日（火）まで

開  催  期  間  2023年1月15日（日）まで
スタンプ設置時間  10：00～17：00
応  募  締  切  2023年1月23日（月）当日消印有効

▶運転時刻などの詳細はWebサイトをご確認ください。

▶詳細は各駅で配布するパンフレットをご覧ください。

実施期間

実施期間

掲出する列車

コース 12月 体感！川越まつり【一番街周辺コース】
1月 城跡散策♪【川越城周辺コース】
※スタンプスポットは各コースにつき８ヵ所です。

2023年１月３１日（火）まで

賞 品 12月 一筆せん
1月 メガネクリーナー

賞品
引換場所

9：00～16：00
●本川越駅観光案内所
●川越駅観光案内所

デザイン

PRESENT

ご応募
お待ちしています!

ご応募
お待ちしています!

共通ヘッドマークの掲出 「各社グッズ詰め合わせ」5個で

「各社鉄道関連品」 10個で
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おでかけ情報

沿線

池袋から通常2,230円が今なら1,590円
「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」発売中！

リニューアル後、初となるイルミネーションイベント！
西武園ゆうえんち

「メモリー・オブ・ライト」開幕！

2023シーズンよりライ
オンズを指揮する松井
稼頭央監督の就任を10月
13日に発表しました。
現役時代には日米通算
2705安打を積み重ね
ミスター・レオと呼ばれた
松井稼頭央監督が、
『常勝』と『育成』をテー
マに指揮してまいります。

また、コーチングスタッフも
決まり、今シーズン限りで選手
を引退した内海哲也ファーム
投手コーチ、熊代聖人二軍外野
守備・走塁コーチなど、5名の
新任コーチを迎え、新たな体制

で2023シーズンを戦います。松井監督やコーチ陣は、就任直後の秋季
練習から11月に行われた秋季キャンプと精力的に活動を始めて
います。新生ライオンズへ熱い青炎をよろしくお願いします！

せい えん

監督を始め、コーチ陣、選手、
スタッフも含めてチーム全体
でのコミュニケーションを大切
に、より一層のレベルアップを
目指すチームの雰囲気の良さ
にもぜひ、ご注目ください。

Lions 
News
ライオンズニュース

埼玉西武ライオンズ
インフォメーションセンター

0570-01-1950TEL.

10：00～18：00平 日

就任会見の様子や秋季キャンプの様子なども
埼玉西武ライオンズ公式YouTubeチャンネルでご覧
いただけます。

2023シーズンに向けて始動！

松井稼頭央・新監督が就任！
コーチングスタッフも決定
松井稼頭央・新監督が就任！
コーチングスタッフも決定

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

「秩父漫遊きっぷ」の内容は
そのままに、秩父市の協力を
受け、今だけさらにおトクに
なった「秩父市応援 秩父漫遊
きっぷ」を絶賛発売中！ぜひ
この機会に魅力あふれる秩父
へおでかけください。

夕日の丘商店街から始まる
幻想的な光の世界を巡るストー
リーの主人公となれる、イルミ
ネーションが期間限定で登場！
360度見渡す限り和の色彩に
染まった光の中を進むと、驚きと
感動の体験が次々と巻き起こり
ます。クライマックスには、舞い上

がる無数のあたたかな光に包み込まれ…。大切な人といっしょに、これ
までの常識を覆す光のライブエンターテイメントをお楽しみください♪

発売期間 2023年3月10日（金）まで
 ※乗車日の1ヵ月前から購入可能。
 ※秩父市の補助額に達した場合は発売を終了します。

発売場所 西武線各駅の券売機および窓口
  （小竹向原駅・高麗～西武秩父駅間・多摩川線の各駅を除く）

有効期間 ご利用開始日から2日間
 ※発駅～東飯能駅間で途中下車された場合は前途無効となります。

西武秩父駅前温泉 祭の湯

●西武線発駅～高麗駅の往復乗車（1回限り）
●高麗～西武秩父駅間は2日間乗り降り自由
●選べる「漫遊マル得クーポン」
●秩父エリアの協賛施設・協賛店で割引などの特典

内
　
容

期間
限定

4／9（日）
まで

チームの雰囲気の良さは、

球団公式SNSでチェック！

開催期間 2023年4月9日（日）まで
 ※1月10日～3月10日の平日を除く100日間開催

料　　金 無料
 ※料金は西武園ゆうえんちへの入園券（１日レヂャー切符
 　大人4,400円・小人3,300円）に含まれます。

ラ
イ
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ズ
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ュ
ー
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