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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。　

「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。

西武鉄道かわら版 検索

はがきで 11月30日（月）消印有効

11月30日（月）

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

線路の“［ロング］レール化”
多数のご応募ありがとうございました。

10月号のクイズの答え

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
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 下記、西武鉄道Webサイト内メニューより「お問合せ・FAQ」を
お選びください。

営業時間 平  日 土・休日 9：00～17：00
当面の間、上記の通り営業時間を変更いたします。

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

西武線アプリ 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

運行情報をプッシュ通知！
公式スマートフォンアプリ

www.seiburailway.jp

Twitter

ヒント 5～8ページをチェック

 只今、秩父を舞台にしたテレビCM「秩父ズキューン西武劇篇」を
放映しています。ぜひラビューに乗車して、自分だけの“ズキューン”を探しに出かけ
てみてください。私にとってはラフティング！自然をダイナミックに体感できますよ～。

｛ 編集後記 ｝

人気キャラクター“コウペンちゃん”の新しい生活様式
啓発ポスターを掲出中。今回のテーマは？
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毎日をもっと安全に、快適に。
2020年度　鉄道事業設備投資計画



毎日をもっと安全に、快適に。

駅ホームの安全対策

お客さまの安全・安心を第一に、より快適なサービスを    提供するため、
西武鉄道では総額198億円の設備投資を行います。

ホーム上からの転落や車両との接触を防止するため、1日あたりの
乗降人員が10万人以上の駅で整備を推進しています。

踏切内に停滞した自動車などの障害物の検知方式を「線」で検知する
光電式から、レーザレーダーを用いて「面」で検知する2D式へ更新。検知
できる検知領域の広範囲化を行い、さらなる安全性向上を図ります。

線路に面した法面などを改良する
ことで土砂崩壊の防止に努めます。
今年度は吾野～西吾野駅間（吾野
寄り方面）で実施します。

列車や鉄道施設に安定した電力を供給するため、変電所機器の
更新・改良を進めます。

安全対策

慢性的な交通渋滞を解消し、道路と鉄道の安全性を高めるために、
線路を地下化・高架化する工事を進めています。事業が完了すると、
鉄道により分断されていた地域の一体化も図られるほか、駅前広場
などの整備も促進されます。より暮らしやすい沿線づくりのため、
事業を推進します。

工事の進捗は「かわら版」に随時掲載される「地下化通信」「高架化通信」をcheck！

早期事業化に
向けて準備中（ ）

…踏切 …除却される踏切（同じ色は同一の踏切）…除却される踏切

7ヵ所除却

中井～野方駅間（地下化） 踏切除却数
新井薬師前駅沼袋駅野方駅

5ヵ所除却

新宿線

西武園線 国分寺線

東村山駅
国分寺方面→

東村山駅
←西武園方面

東村山駅
←本川越方面 西武新宿方面→

←本川越方面 西武新宿方面→

更新

【2D式】 「面」で検知

池袋駅2～6番ホーム・練馬駅整備完了

西武新宿・高田馬場・所沢・国分寺駅整 備 中

ホームドアの整備

自然災害対策

法面の改良

電力の安定供給

変電所の機器更新・改良

踏切の安全対策

踏切支障検知装置の2D式化

新宿線連続立体交差事業の推進

中井～野方駅間連続立体交差事業（地下化）
東村山駅付近連続立体交差事業（高架化）
井荻～西武柳沢駅間 および 野方～井荻駅間

2020年度
鉄道事業

設備投資計画

東村山駅付近（高架化） 踏切除却数

2021年度以降も、国および自治体などの関係機関と調整を図り、引き続き
設置を検討していきます。

正丸～芦ヶ久保駅間

検知領域イメージ

レーダー1

レーダー2

検知領域

【光電式】 「線」で検知

発光 受光
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車いすやベビーカーをご利用の
お客さまにも便利な「パートナー
ゾーン」がある40000系車両
をロングシートの通勤車として2
編成増備。お客さまにより快適
な移動時間を提供します。

8編成 10編成
2020年度2019年度 2編成

 増！

9月2日、「グランエミオ所沢」第Ⅱ期の開業にあわせて、新改札（南
改札）や待合スペース「とことこひろば」などの新たな駅設備が加わり、
ますます便利で快適に駅をご利用
いただけるようになりました。

消費電力が低く、CO2
排出量削減の効果が期
待できるLED照明を、
新たに増備する40000
系車両と下記4駅で導入
します。

サービス向上

環境対策

駅施 設

所沢駅のリニューアル

車　両

40000系車両の増備

省エネルギー化

照明のLED化

ロングシート

所沢駅

元加治・鷺ノ宮・田無・花小金井駅導入を進める駅

工事完了

イメージ

2020年度の事業完了を目途に、旅客トイレ、南口エスカレーターなど
の駅舎改修工事を実施中。また2021年度に向けて、駅ナカ商業施設
「エミオひばりヶ丘」において、店舗増床・既存店舗改修を進め、より
便利で快適にご利用いただける駅を目指します。

ひばりヶ丘駅のリニューアル

イメージ

橋上駅舎化と自由通路整備
にあわせて、東口を新設。これ
により、構内踏切を廃止し、
ホームを拡幅することで混雑
緩和と安全性の向上を図り
ます。また、エレベーターやエス
カレーターなどのバリアフリー
施設の整備を実施します。

多磨駅のリニューアル 2021年度完了予定

2021年度完了予定

所沢駅  南改札

とことこひろば

パートナーゾーン
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「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。

土屋太鳳さんが出演するテレビCMに新メン
バーが加わり、「パッと西武旅！」として生まれ変
わりました。“西部劇”ならぬ“西武劇”をモチー
フに、秩父の“ズキュン”とくるスポットや名物を
見つけていきます。Webサイトでは、メイキングムービーやCMロケ
地をめぐるおでかけコースも公開中。ぜひご覧ください♪

テレビ
CM

“西部劇”ならぬ“西武劇”に土屋太鳳さんが出演！
「秩父ズキューン西武劇篇」

発売期間 2021年3月10日（水）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～高麗駅間の途中駅で下車された場合は
 　前途無効となります。

おトクな
きっぷ

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！

テレビCMのほか、特設Webサイト、YouTube 西武鉄道
公式チャンネルでも公開中!

◆「秩父ジオグラビティパーク」の高さ50メートルの吊り橋から
　見える壮大な景色と、土屋さんの笑顔に注目！

◆ 旅先で、秩父市観光大使の林家たい平さんが随所に登場！

つち  や   た  お

見どころ

▶詳しくはWebサイトへ

映画「となりのトトロ」の舞台は
所沢市近郊のみどり豊かな原
風景が参考にされており、「トトロ
の生まれたところ」として広く
認知されていることから、所沢市
が企画し、この度実現しました。
ホームごとに異なる、5種類の
発車メロディにぜひ耳をすまして
みてください。

使用期間　11月3日（火・祝）
 初電車から当面の間

西武線沿線で展開する駅チカ保育所
「Nicot所沢」が仲間入り！

共働き子育て世代をサポー
トする駅チカ保育所「Nicot
（にこっと）」。12ヵ所目とな
る「Nicot所沢」は、駅直結
商業施設「グランエミオ所
沢」の中に、2021年4月1
日に開設する認可保育所
で、一時預かり保育も
実施予定です。これからも、子育て支援施設を充実させるとともに、
住みやすいまちづくりを進めていきます。

子育て
支援

Nicot
東久留米

Nicot
富士見台

Nicot
小手指

Nicot
飯能

Nicot
拝島

Nicot
田無

Nicot
井荻

国分寺

小平 西武新宿

Nicot
石神井公園

Nicot 所沢 Nicot
練馬

Nicot
新所沢

本川越

豊島園

Nicot
東長崎

池袋NEW!

※入所に関する詳細は、各自治体にお問合せください。

西武線沿線のNicot

発車
メロディ

所沢市制施行70周年を記念して11月3日（火・祝）から
所沢駅の発車メロディを

「となりのトトロ」&「さんぽ」に変更！

西武鉄道 N E W S

©1988 Studio Ghibli　映画「となりのトトロ」より

▶詳しくはWebサイトへ

西武秩父駅前温泉 祭の湯

所沢駅

●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

使用メロディ 「さんぽ」 1番・2番ホーム
3番・4番・5番ホーム「となりのトトロ」

期間限定！
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人気キャラクター“コウペンちゃん”が、
車内でのマスク着用やラッシュ時間帯
の混雑緩和のための時差出勤など、
新しい生活様式の実践を呼びかけます。これからもお客さま
とともに安心できる車内環境の実現を目指していきます。

テーマは「マスク着用」・「時差出勤」
“コウペンちゃん”新しい生活様式
啓発ポスターを掲出中！

マナー
アップ

キャラ
コラボ

30000系スマイルトレインを“ドラえもんブルー”
でラッピングした「DORAEMON－GO！」は、車体
前面と一部ドアをドラえもんの顔に見立てたデザ
インが特徴。車内のさまざまな場所にドラえもん装飾が施され、
どこにいてもドラえもんの世界を感じられるワクワク感あふれる電車
です。多くの夢と希望を乗せて走る「DORAEMON－GO！」は新宿
線を中心に運行します。ぜひご乗車ください♪

©Fujiko-Pro

©るるてあ ※画像はイメージです。

駅ポスター

中づりポスター

内観

シート

～ドラえもんコミック連載開始50周年記念～
30000系「DORAEMON－GO！」
未来に向かって出発進行!!

外観

扉

ドラえもんの顔をイメージしてラッピング！

東村山駅付近 高架化通信

土木工事
●駅部では、橋上駅舎解体工事と高架橋構築工事を進めて
います。
●駅中間部では、新宿線久米川方の仮下り線切り替え工事
が完了し、高架橋構築に向け準備工事を進めています。
新宿線所沢方では仮下り線切り替え工事に向け、準備を進
めています。
電力工事・信号通信工事
●駅部では、高架橋構築に向け鉄道施設移設工事を進めて
います。
●駅中間部では、新宿線久米川方の仮下り線を切り替え後、
鉄道施設撤去工事を実施し、新宿線所沢方の仮下り線切り
替え工事に向け、準備を進めています。
工事期間中、お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

西武鉄道新宿線、国分寺線および西武園線（東村山駅付近）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・東村山市
とともに事業を推進しています。

▶橋上駅舎
　解体状況

▶新宿線
　鉄道施設撤去状況
（久米川～東村山駅間）

▶高架橋
　構築状況

所沢方

所沢方

久米川方

東村山方

東村山方

久米川方

【駅部】

【駅中間部】

どこでもドアの
デザインに♪

旧下り線
仮下り線

仮上り線

走行位置は「西武線アプリ」でチェックしてね!!
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ICT・AI技術を活用し、安全・安心で居心地のよい空
間とともに、予約からチェックアウトまでシームレスな
サービスを提供する次世代型ホテルブランド「プリン
ス スマート イン」。1号店となる「プリンス スマート イン 恵比寿」は、
マップ型デジタルサイネージや複合型サービスロボット、スマートスピー
カーなどを設置し、滞在を快適にサポートいたします。今後もスマート
なサービスを通じて、お客さまに新しい感動を届けてまいります。

2021年埼玉西武ライオンズファンクラブ
TEAM LIONS

オリジナルDVD

選べる入会記念品！

選べる会員種別！

2021年埼玉西武ライオンズファンクラブ「TEAM LIONS」の入会受
付がスタートしました。おトクな会員価格でチケットをご購入いただける
ほか、会員限定イベントへご参加いただけるなど、ライオンズファンには
嬉しい特典が盛りだくさんです。

最大11種類からお選びいただける入会記念品。観戦
には欠かせない「ホームユニフォーム」など、ライオン
ズを身近に感じられるアイテムをご用意しています。
※レギュラーC会員は入会記念品がつきません。※入会記念品は予定数に達し次第終了となります。
※会員種別によって選べる入会記念品は異なります。

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

プリンスホテル

外観（建物右側がホテル棟） ロビー

横浜八景島

台湾では初となる新都市型水族館「Xpark」。アクリル越しに生き
ものを観賞するだけではなく、その場所に行ったかのような感覚を
五感を使って体験できる人気スポットです。これからも私たちはグ
ローバルな視点を持って行動し、お客さまの生活に新しい感動を
提供してまいります。

次世代型ホテルブランド1号店となる
「プリンス スマート イン 恵比寿」が開業

●チケット先行購入
●チケット割引

●会員限定イベント参加権
●会報誌/情報コンテンツ配信　など

♦JR恵比寿駅徒歩約5分　客室82室　カフェ併設
「プリンス スマート イン 恵比寿」について

会員募集中！

※価格はすべて税込みです。 ※各会員種別の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

ファンクラブに関するお問合せ先：
埼玉西武ライオンズファンクラブインフォメーションセンター  ［TEL］03-5697-3265

ご入会はこちら！

ここでしか見ることのできない
選手の貴重映像を収録！

1

2 オリジナル卓上カレンダー
試合日程、選手の誕生日など
ライオンズファン必須の情報満載！

2021年
1月6日までの
入会でもらえる！

2021年
1月14日までの
入会でもらえる！

ハイグレード
年会費 8,000円

レギュラーB
年会費 2,500円

レギュラーC
年会費 2,000円

ジュニア
年会費 2,000円

年会費 3,500円

レギュラーA

メットライフ
ドームの試合が
全試合無料！

最大級の
特典付き！

迷ったらコレ！
おトクな
特典付き！

早期のご入会で特典がたくさん！

3 DAZNへのご入会がおトクに！
動画配信サービス「DAZN」が1ヵ月無料でお楽しみいただけます！

2021年3月31日まで！

埼玉西武ライオンズオフィシャルWebサイト （パソコン／スマートフォンほか）

福爾摩沙 Formosa

癒見水母 Healing Jellyfish珊瑚潛行 Diving in Coral Sea

おもな
会員特典

さまざまな場所で暮らす生きものたちの環境をリアルに再現
台湾の高鐵桃園駅前に「Xpark」誕生！

※画像はイメージです。

早期入会特典は、各期日までに年会費をお支払いいただいた方が対象となります。
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