2021 年 12 月 22 日

2022年1月22日（土） 2007編成を使用したツアー

「旧２０００系最後の８両編成２００７Fで行く！
南入曽車両基地とヒ・ミ・ツの撮影会場！」を開催します
西武鉄道株式会社
西武トラベル株式会社
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）と西武トラベル株式会社（本社：東京都港区、
社長：岡本 祐幸）は、2022 年 1 月 22 日（土）に鉄道ファン向けツアー「旧２０００系最後の８両編成２００７F で
行く！南入曽車両基地とヒ・ミ・ツの撮影会場！」を催行します。
このツアーは、1977 年から 1979 年の間にデビューした初期の 2000 系車両（旧２０００系）のうち、最後の
8 両編成として運行している 2007 編成を貸切電車として実施するツアーです。新宿線最大の車両基地である
「南入曽車両基地」や「ヒ・ミ・ツの撮影会場」まで、２００７編成にご乗車いただき、車両撮影会や運転士による２０
００系にまつわるトークイベント、運転台見学など、旧２０００系をご堪能いただける内容となっております。
また、記念乗車証やパスケース、銘板レプリカなど、２０００系をモチーフとしたグッズ付きです。
詳細は、別紙のとおりです。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、企画のすべてまたは一部に中止・変更が生じる可能
性がございます。

今回のツアーに使用する 2007 編成

【別紙】
「旧２０００系最後の８両編成２００７Fで行く！
南入曽車両基地とヒ・ミ・ツの撮影会場！」について
1.ツアー内容
(1)日

程 ： 2022 年 1 月 22 日（土） 日帰り

（２）集合場所 ： 西武新宿駅

西武新宿ぺぺ ぺぺ前広場

（３）受付時間 ： 8：15～9：15
（４）行

程 ： 9:30 頃
1０:30 頃

西武新宿駅でツアー貸切電車（2007 編成）に乗車
南入曽車両基地到着
以下のイベントを開催します。
・001 系（Laview）、10000 系（NEW RED ARROW）、4000０系車両を
並べた撮影会
・運転士による「2000 系トークショー」
・2000 系運転台見学

13:０0 頃 ツアー貸切電車（2007 編成）に乗車
※車内でお弁当（サンドイッチ）をお配りいたします。
13:30 頃 「ヒ・ミ・ツの撮影会場」に到着
ツアー貸切電車（2007 編成）と以下の車両の撮影会を開催します。
・2 両編成と 2 両編成を連結させて 4 両編成にした 2000 系車両
・新 101 系車両
・新宿線 6000 系車両
15:00 頃 ツアー貸切電車（2007 編成）に乗車
16:00 頃 池袋駅到着 → 解散
（５）募集人員 ： 最大募集人員１９2 名（1 組あたり１～６名）
※最小催行人員１１０名に達しない場合は、ツアーの開催を中止します。
※新型コロナウイルス感染症対策として 7 人掛けの座席を 3 名、3 人掛けの座席を 2 名
でご乗車いただき、参加者同士の間隔を確保いたします。
（６）旅行代金 ：①一般発売
大人 1 名 17,000 円（税込）

小児 1 名 15,000 円（税込）

※車両・座席位置の指定はできません。
※小児は 3 歳以上小学生以下のお客さまです。
※小児だけのご参加はできません。保護者の同行が必要です。
②SEIBU PRINCE CLUB 会員さま限定プランのご案内 ※10 名さま限定（先着順）
プリンスポイント 10,000 ポイントにてご参加いただけるお得なプラン（１名さまで
ご参加のみ）をご用意しました。
【参加条件】
保有されているプリンスポイントで「商品お引換券（10,000 円分）」に後日ご交換可能で、
1 名さまでご参加される方。（後日、交換方法等をご連絡します。）

（７）旅行代金に含まれるもの
①西武線 1 日フリーきっぷ （ツアー当日限り有効）
②イベント参加費用、諸税
③乗車記念品
・２０００系パスケース
･記念乗車証
・銘板レプリカ 3 点セット
（実物大）
・側面表示幕レプリカボード
（実物大）

「側面表示幕レプリカボード」イメージ

「銘板レプリカ 3 点セット」イメージ

④お弁当（サンドイッチ）
２．申込方法
お申込みは Web サイトからのみとなります。
【申込先】
西武トラベル Web サイト（https://www.seibutravel.net/Tour/Detail/185/ja-JP）
①一般発売
②SEIBU PRINCE CLUB 会員さま限定プラン発売
(上記の申込先 Web サイト「ツアー内容／ポイント」に掲載されている URL よりお申込みください。)
※プリンスポイント 10,000 ポイントにてご参加いただく方限定
【募集期間】
2021 年 12 月 22 日（水）14 時 00 分から 2022 年１月 3 日（月）23 時 59 分まで
※一般発売における旅行代金のお支払方法は、クレジットカード決済または銀行振込をお選びいただ
けます。お支払いが完了した時点で、申込み完了となります。
なお、SEIBU PRINCE CLUB 会員さま限定プランは、プリンスポイント 10,000 ポイント分の
交換が完了した時点で、お申込み完了となります。
※定員になり次第受付を終了させていただきます。（先着順）
※旅行申込を取消される場合は取消料（*1）が発生します。
（*1）取消料について
・お客さまはいつでも下表の取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。
・通信契約を解除する場合であってもお客さまの提携会社のカードに署名なしで解除すること
ができます。
取 消 日

取 消 料

旅行開始日の前日から起

11 日以前の解除

無

料

算してさかのぼって

10～8 日前の解除

旅行代金の ２０％

7～2 日前の解除

旅行代金の ３０％

旅行開始日の前日の解除

旅行代金の ４０％

旅行開始日当日の解除

旅行代金の ５０％

旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の１００％

３．旅行企画・実施・販売
西武トラベル株式会社
東京都豊島区東池袋 3－1－5 サンシャインシティプリンスホテル３階（観光庁長官登録旅行業第 139 号）

４．協力
西武鉄道株式会社
５．新型コロナウイルス感染症対策について
・ツアー中は、必ずマスク等の着用をお願いいたします。マスク等を着用されないお客さまはツアーへの参
加をお断りさせていただきます。
・咳、くしゃみをする際には、咳エチケットへのご協力をお願いします。
・受付時にアルコール消毒液での手指消毒にご協力をお願いします。
・ツアーに参加されるお客さまへの検温を実施し、37.5℃以上の発熱があるお客さまにはツアーへの
ご参加をお断りさせていただきます。
・健康状態について確認（ヒアリング）を実施し、咳など体調不良の症状があるお客さまはツアーへの
ご参加をお断りさせていただきます。
・過去 14 日以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、ツアーへのご参加をお控えください。
・過去 14 日以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方は、ツアーへのご参加をお控え
ください。
・ツアー途中、体調の悪化や気分がすぐれない場合は、すみやかにスタッフまでお申し出ください。
・万が一、新型コロナウイルス感染症への感染が発覚した場合は、保健所等への情報共有を行う可能性が
ございます。
６．その他
・本リリースは、旅行申込を募る告知物ではありません。
・ご旅行日の７日前（予定）を目安に、申込時にいただいたご住所へ「最終旅行案内書（旅行の行程のご案
内）」、「西武線 1 日フリーきっぷ」などを発送します。
・全行程で添乗員は同行しません。
・必ず詳しい旅行内容･条件等をご確認のうえ、お申込みください。
・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。
・ご乗車いただく車両や座席は主催者側で指定させていただきます。お選びいただくことはできません。
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。
・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
返金はできません。
・乗車記念品は、ツアー中にお渡しします。郵送や別途引換は一切できません。
・乗車記念品の一部は後日のイベントで販売・配付する可能性がございます。
・イベント会場には、足場が悪い箇所がございますので、ヒール等はご遠慮いただき、運動靴など
歩きやすい靴、また動きやすい服装でのご参加をお願いします。
・イベント会場等ツアー途中での退場はできません。
◇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
FAX：03-6743-7188
■メールでのお問合せ
media@seibutravel.co.jp

◇西武鉄道に関するお問合せ先
西武鉄道お客さまセンター TEL(04)2996-2888
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。
[営業時間：全日 9 時～17 時（12/30～1/3 を除く）]
以 上

