2022 年 7 月２1 日
一般社団法人ジャパンサイクルリーグ
株式会社西武ホールディングス

「スポーツ×サステナビリティ」をテーマに自転車で地域を盛り上げるイベント

“西武グリーンサイクルフェスタ” 8月２０日（土）開催
「サイクルトレインツアー」や「自転車教室」のほか、
西武線沿線の食材が集まるマルシェも開催。
株式会社西武ホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤 高志／以下「西武ＨＤ」）は、
２０２２年 8 月２０日（土）に西武園競輪場（埼玉県所沢市）にて開催するイベント「西武グリーンサイクルフェスタ」
（英名：SEIBU Green Cycle Festa／以下「サイクルフェスタ」)におけるイベントの詳細を決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
西武HDは、「地域に根差したサイクルスポーツ文化の醸成」や、「グループの観光資源を活用したサイクルツーリ
ズムの展開による新たな体験価値の創造」に向け、自転車を通じた地域活性を目指した新たな取り組みの一環と
して、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として「サイクルフェスタ」を立ち上げました。
その理念を表すべく、今回新たにサイクルフェスタのロゴ・ビジュアルを決定いたしました。西武鉄道沿線も含
めたグループの四季折々の自然と自転車を通じて、私たちと皆さまをつなぐ想いが込められております。
当日は、一般社団法人ジャパンサイクルリーグ(以下「JCL」)との共同企画である「サイクルトレインで行くバンク
リーグプレミアムツアー」や、西武グリーンマルシェのポップアップ店舗、自転車教室をはじめとした夏休みにお楽
しみいただけるイベントを開催いたします。また、スタッフが着用するＴシャツは、サイクルフェスタの理念に賛同い
ただいた株式会社アダストリア様より、アップサイクルの一環として提供いただきます。
ＪＣＬと西武ＨＤは、「スポーツ×サステナビリティ」をテーマに連携を行い、コロナ禍における健康志向や、環境
への配慮等から世界中で人気が高まっている自転車を通じて、地域活性に取り組んでまいります。
詳細は、別紙のとおりです。

「西武グリーンサイクルフェスタ」ロゴ
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スタッフ T シャツイメージ

【別紙】

西武グリーンサイクルフェスタ概要
【日時】 2022 年 8 月 20 日(土) 10：00～18:00

【場所】 西武園競輪場(埼玉県所沢市)

西武ＨＤでは、地域に根差したサイクルスポーツ文化の醸成や、グループの観光資源を活用したサイクルツーリ
ズムの展開による新たな体験価値の創造に向け、今年度より、JCL へスポンサードをしております。
この度、健康増進への効果や環境にやさしい自転車と、西武グループの全国の観光資源を掛け合わせ、「スポー
ツ×サステナビリティ」をエンターテインメントとして体感いただくサイクルイベントとして「西武グリーンサイク
ルフェスタ」を立ち上げることにいたしました。
✓自然あふれる緑豊かな沿線観光
資源（秩父・飯能・所沢など）
の活用

✓沿線観光地における二次交通の
充実

✓コロナ禍に伴う行動変容や運動・
健康意識の向上

＜観光資源×グリーンモビリティ＞
✓地域に根差したサイクルスポーツ文化の醸成
✓「スポーツ×サステナビリティ」を、エンターテインメントとして体感

→新たな沿線価値を創造

【1】 「SEIBU Green Cycle グルメ＆イベント」について
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① 「SEIBU Green Marché POP UP」

場所：有料席裏

時間：11:00～16:00

SEIBU Green Marché は、西武線沿線の食材の魅力を生産者さまから訪れる皆さまへ直
接お伝えし、味わっていただくことで“西武線沿線の魅力を再発見して、親しみを持ってもらい
たい”、 “その駅や街での暮らしをもっと好きになってもらいたい”という想いを込めて
2017 年より石神井公園駅や所沢駅にて開催してきました。今回は、SEIBU Green
Marché でおなじみの店舗が集まる「SEIBU Green Marché POP UP」を開催！西武線
沿線の自然が生み出す旬の“おいしい”出会いに、ぜひおでかけください。（雨天決行・荒天中止）
【出店予定者】
青果

・Iwakura Experience【飯能】
・オーガニックファーム所沢農人【秋津】＊１

総菜

・所沢ローカルファースト事業団（武蔵野うどん）【西所沢】
・心向樹（お茶）【小手指】

加工品

・西武秩父駅前温泉 祭の湯（秩父名産品）【西武秩父】
・法師園（お茶）【入間市】

※出店者名はカテゴリ毎に五十音順で記載 ※【 】内は店舗所在地・生産地
（＊１） 栽培期間中 化学肥料・農薬不使用（JAS 未取得）
※出店者は今後追加・変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。
出店者の詳細などは、Instagram に順次掲載予定です。
Instagram ID ：seibugreenmarche

② 自転車交通安全教室

URL : https://www.instagram.com/seibugreenmarche/

場所：プロムナード（入場口付近）

時間：11 :00～１６：００

自転車の交通ルールに関するクイズに答えて景品があたるガラポンに挑戦しよう！
自転車安全利用五則をはじめ、道路を走る際に気を付けるポイントも学ぶことができ
ます。当日は、白バイやパトカーの展示もあり、記念写真もお撮りいただけます。
主催：西武ＨＤ 共催：西武鉄道株式会社 協力：埼玉県警察

③ 自転車乗車練習会

場所：立体駐車場 3 階
自転車に乗るコツはバランス！夏休み特別企画！お子さまも大人の方も！
大人の方は秘密の特訓、親子で補助輪外し大作戦で、乗る技術を身に着けて自転車を乗りこなそう！
主催：東京都自転車競技連盟 自転車普及委員会

・補助輪外し大作戦（親子ペア） （有料） １０：００～１２：００
事前申し込み https://sites.google.com/view/tcf-fukyu/event/2022/007
・秘密の自転車練習大作戦２０２２（有料） １３：00～１５：３０
事前申し込み https://sites.google.com/view/tcf-fukyu/event/2022/008

④ フリーマーケット

場所：スタンドコンコース 時間：１３:00～１８:00（最大 1 時間程度 19 時迄の延長有）

夏休み特別企画、フリーマーケット出店者を募集中！
一般応募のほか地元地域のキッズグループが参加されるフリーマーケットを
開催いたします。掘り出し物を見つけられるか？！
主催：東京リサイクル運動市民の会
（※ご予約お問合せ 03-3384-6666/平日 10:30～15:30）

⑤ キッチンカー

場所：有料席裏

時間：１１：００～１８：００（予定）

冷たいドリンク＆ひんやりデザートにおつまみが揃い、
疾走する自転車をスタンド席から眺めながら、舌鼓を打ちましょう。

※写真はイメージです。実際の出店車は異なります。

⑥ JCL オフィシャルグッズショップ

場所：有料席裏 時間：１0：００～１８：００（予定）

JCL オフィシャルグッズをはじめ、さいたまディレーブ、那須ブラ―ゼンの
各チームグッズを販売いたしますので、この機会にぜひお買い求めください。
また、現在 JCL で開発中のバーチャルアプリも設置予定。
お子さまや初心者から、普段自転車に乗られている方まで、どなた様にも
楽しんでいただけますのでぜひお立ち寄りください！

⑦ プラネット杯special in summer（デュエルマスターズ カードゲーム） 場所：サイクルシアター
事前申し込み制（有料）

受付：１０:３0～ イベント １２：１５～１９：００

事前申し込み ／ Twitter@Planetcupsugoi
トレーディングカードゲーム「デュエルマスターズ」！
今大会は、ランキングポイント最大２倍と増量中！プラネット杯 special
西武園競輪場での戦いを勝ち抜き全国ランキング UP を目指そう！
主催：株式会社ローカルドリームプロダクション
運営：プラネット杯運営チーム
※JCL 有料申し込みエリアは別途チケットのご購入が必要となります。

https://w.pia.jp/t/seibu-greencyclefesta/

【2】 「サイクルトレインで行くバンクリーグプレミアムツアー」について
今回のイベントにあわせ、西武鉄道にて臨時サイクルトレインを運行いたします。
JCL との共同イベントとして、片山右京チェアマンや当日出場するプロ選手にご協力いただき、今回の臨
時サイクルトレインで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販売いたします。
1.ツアー内容
①概要
実施日程 ： 202２年 8 月２０日（土） ※日帰り
集合場所 ： 上石神井駅 （詳細はご参加の方に別途ご案内いたします）
受付時間 ： 7：40～8：2０（予定）
行

程 ： 8：30 頃

上石神井駅からツアー貸切電車出発
・片山右京 JCL チェアマン、参加プロチーム選手によるトークショー（予定）
・写真撮影

9：20 頃

西武園駅到着
・到着後、参加プロチーム、さいたまディレーブ・那須ブラーゼンよりウェルカムコーヒー

11：00～13：00 ルート別行動
A ルート：プロ選手と行く多摩湖１周スペシャルライドへ参加
B ルート：掬水亭 特製テイクアウトランチ＆ご入浴

※いずれかを
お選びいただけます

13：00～13：30 ツアー限定バンク走行会
13：30～15：00 自由行動
15：00～15：30 西武園駅集合
15：30 頃
16：３0 頃

西武園駅出発

※復路にはチェアマンおよび選手は同乗いたしません。

上石神井駅到着・解散

②募集人員：最大募集人員 ４０名
・A ルート：２０名
※内１０名につきましては、SEIBU PRINCE CLUB 会員限定となります。

・B ルート：２０名

※最小催行人員の各ルート１０名かつ合計２０名に達しない場合は、ツアーの開催を取りやめます。

③旅行代金（税込）
9,700 円／名

※価格は大人、子供共通です。未就学児の参加はご遠慮ください。

④旅行代金に含まれるもの
・(共通)上石神井駅から西武園駅までの往復ツアー貸切電車乗車券代
・（A コース）多摩湖１周スペシャルライド参加費
・（B コース）掬水亭特製テイクアウトランチ＋ご入浴
・（共通）サイクルトレイン参加者限定バンク走行会参加費
※上石神井駅までの交通費は含まれませんので、あらかじめご承知おきください。
2．旅行企画・実施・販売：西武トラベル株式会社
東京都港区芝公園２丁目 11-11 芝公園２丁目ビル（観光庁長官登録旅行業第 139 号）
3．協力：西武鉄道株式会社、一般社団法人ジャパンサイクルリーグ
4．申込方法：お申込みは Web サイトからのみとなります。 https://www.seibutravel.co.jp/sports
５．ご参加される方にご留意いただきたい事項
・下記事項にご留意の上、お申し込みください。
〇自転車の駅構内外の移動、サイクルトレイン車両への乗せ降ろし、車両内での自転車の固定は参加者ご自身で
お願いします。駅構内の移動は階段移動を伴いますが、自転車運搬はご自身で持ち運びをお願いいたします。エ
レベーター等の施設のご利用はできませんのであらかじめご了承ください。またホーム、コンコース等駅構内での
自転車へのご乗車はご遠慮ください。

車両への搬入出（イメージ）

車両への固定方（イメージ）

〇往路・復路とも集合時間に遅刻された場合はツアーへのご参加はできません。ご返金もいたしかねます。
〇ツアーの受付時に緩衝材をお配りいたします。自転車の保護用にご利用いただくとともに、チェーン等が座席
等に触れることの無いよう車内美化へのご協力もお願いいたします。また、自転車の紛失や破損・汚損等への補
償はいたしかねますのでツアー中はご自身での管理をお願いいたします。
〇車内にはトイレ設備はございません。乗車時間はおおむね 1 時間を予定しております。ツアー参加前までにお
済ませください。
〇マスコミ等による取材･撮影を実施する可能性があります。撮影した映像や画像は、当日の様子としてモザイク
処理等を施さずに、報道または宣伝のために公開する場合があります。
〇ご乗車される号車や座席を指定することはできません。また、係員の指示なく、指定された車両以外へのご乗
車はご遠慮ください。
〇当日の運転状況等により、行き先・車両・内容等が変更になる場合があります。この場合でも参加費用の返金は
いたしません。
○ヘルメットは持参していただき必ず着用してください。なお、レンタルヘルメットのご用意はございませんので、
ご注意ください。
○当日は、必ず整備点検済みのスポーツバイク等でご参加ください。

〇当日の天候につきお客様の安全が確保できない恐れがある場合には、本ツアーは中止となる場合もございま
すので、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。中止につきましては主催者を含めた関係
者にて協議の上、前日に行いお知らせいたします。

◇ツアーの商品内容・申込方法に関するお問合せ先
西武トラベル株式会社
■電話でのお問合せ

戦略事業部（営業時間 10：00～16：00 土休日は休み）

TEL：050-3354-9060
■メールでのお問合せ

FAX:03-6743-7186
media@seibutravel.co.jp

※本リリースは、旅行申込を募る告知物ではありません。

【3】 「SEIBU Green Cycle Festa×ADASTRIA」コラボ スタッフ T シャツについて
この度、株式会社アダストリア（本部: 東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長：木村 治）様に、自転車を通
じた地域活性を目指した新たな取り組みの一環として、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
ントサイクルフェスタに賛同いただき、本イベントスタッフが着用するオリジナル T シャツの提供が決定いたしまし
た。
アダストリアグループでは、サステナブルの重点テーマに「環境を守る」「人を輝かせる」「地域と成長する」を掲
げており、西武ＨＤが目指す「自然との共存をしつつ、自転車を通じた地域活性へつなぐ」ことへの共感と、親和性
を感じたことから、サイクルフェスタへの協賛をいただくこととなりました。スタッフ T シャツは、製造過程で廃棄
される衣類を再利用し、オリジナルロゴをプリントしたもので、色も形も様々な多様性のあるアップサイクルのユ
ニフォームへと生まれ変わります。

〇今後の詳細は、ホームページに掲載いたします。 URL: https://www.seibu-green-cycle-festa.com/
〇新型コロナウイルスの情勢および雨天時は各イベント内容が中止または変更となる場合があります。
予めご承知おきください。
〇本リリースに使用している画像はイメージです。

以 上

