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※掲載内容は2021年3月22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。

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 4月30日（金）消印有効

4月30日（金）

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

“西武園ゆうえんち駅と［多摩湖］駅”
多数のご応募ありがとうございました。

2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
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 1～5ページをチェック

｛ 編集後記 ｝

自然あふれるメットライフドームエリアが、
みんなのボールパークに生まれ変わりました！

 ～待ちに待った野球シーズン到来～テレビ中継でナイスプレーは見逃しま
せんが、もっぱら私は球場でビールを飲みながら応援する派です。野球観戦だけではなく、いろ
いろ楽しめるボールパークにパワーアップしたメットライフドームエリアへ、ぜひおでかけください。

“L-train ○○○”

メットライフドームエリアの新しいシンボルとして
トレイン広場に設置した車両の名称は？

9：00～17：00

3月26日 グランドオープン！
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ガラス面には透過性特
殊LEDガラスを設置
し、オリジナル映像の
放映などを行います。

夜

狭山スキー場

西武ドーム
テニスコート

狭山線

西武球場前駅

山口
線
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3月26日   メットライフドームエリアグランドオープン！

自然豊かなメットライフドームエリアが、みんなのボールパーク　　に生まれ変わりました。
野球観戦も、エンターテインメントも、グルメも、ショッピングも、　　パワーアップ！
ぜひ西武鉄道に乗って遊びに来てください！

さあ、まるごと楽しもう !

メットライフドーム1

ライオンズ チームストア
フラッグス

600㎡超の広いショップ
内では、ライオンズグッズ
の販売や、ユニフォームの
圧着サービスを実施中。

2

チケットセンター・ 
ファンクラブカウンター・球弁

ファンサービスの拠点となる「チケット
センター」「ファンクラブカウンター」「球弁」が
1ヵ所の建物に集約。プロ野球開催時には、
心をこめてファンの皆さまをお出迎えします。

6

ライオンオブジェ7
メットライフドームエリアの新たな象徴とし
て、白く巨大なライオンオブジェが誕生。
皆さまの心宿る「SPIRIT of KING」に
火をつけ熱い戦いの場にいざないます。

トレイン広場
新しいシンボルとして、車体にライオンズ
カラーやレオ・ライナをラッピングした
「L-train 101」を設置。写真撮影など
をお楽しみいただけるエリアです。

5

ライオンズ
トレーニングセンター

12球団最大級の広さを誇ります。内野
フィールドは、メットライフドームと同様の
人工芝を導入。「ファンデッキ」から練習
を見学できます。

4

※ファンデッキでの2021シーズンの見学は現在未定です。

テイキョウ
キッズフィールド

広さ約1,000㎡の敷地に野球と遊びを融合
した大型遊戯施設。ドーム型の遊具の中で
は、迷路やクライミングなどを楽しめます。

8

昼

埼玉西武ライオ
ンズの

本拠地球場!

CAR3219フィールド
（西武第二球場）

240席の観客席や、LED大型ビジョン
（スコアボード）を新設。より快適に観戦
いただける環境に生まれ変わりました。

3
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4K・8K放送に対応し、光の演
出ができるLED照明システム
を導入。また、選手のパフォーマ
ンスを最大化できるように眩し
さを抑える工夫もしています。

高さ13m、面積約600㎡、従来
の2倍ほどの大きさとなる新しい
Ｌビジョンが誕生。ドームエリア
に設置された223台の分散型
スピーカーとともに、よりダイナ
ミックな演出をお届けします。

Ｌビジョン・音響

照 明

L'sテラスエリア
コカ・コーラ
ダグアウトトップシート

選手が座るダグアウトシートと同仕様の
シートをご用意。選手との一体感に加え、
ホームベースが目前に迫る臨場感が
味わえます。

1

内野エリア
ブルペンかぶりつきシート

ブルペンで準備するピッチャーの迫力
あるピッチングを間近で楽しむことが
できる特等席。お食事やお飲み物が置け
るカウンター付きです。

3

フィールドビューエリア
フィールドビューソファ

フィールドビューエリア後方の一画に新設
されたソファ席。ゆったりと座りながら、
繰り広げられるプレーに思わず前のめり
になることもできる、こだわりのシートです。

2

外野エリア
メイトー ホームランバー
パノラマテラス

外野エリアのライトポールゾーンに、カウ
ンター付きのシートが登場。キャスター
付きの座席で、球場のパノラマビューを
楽しみながら観戦できます。

4

ライオンズ外野指定席
A・B・Ｃ（レフト）

1979年の球場オープン以来、41年に
わたってファンの皆さまに親しまれてきた
外野芝生席が、すべてクッション付きの
座席にリニューアルしました。

5

ライオンズユニバーサルデッキ
/ビジターユニバーサルデッキ

車椅子の方も外野エリアで観戦してい
ただけるように、バリアフリー区画を設け
ました。同伴の方もいっしょに応援する
ことができます。

6

バックネット裏エリア
ネット裏パーティーテラス

1塁側バックネット裏の最上段に位置する、
6～8名さま向けのテラス席。大切なお
客さまへのおもてなしや、家族やご友人
との特別な日などにご活用ください。

7

多彩な座席バリエーション!Special

一部
ご紹介！

メットライフドーム内も大幅リニューアル！2021シーズンも、
さまざまな観戦スタイルでお楽しみください！
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迫力満点な演出を楽しもう！

さあ、まるごと楽しもう !
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お子さまの年齢やニーズに合
わせてご利用いただける3つ
のエリア「ごっこ遊びエリア」
「アクティブエリア」「ベビー
エリア」を新設。おむつ替え
スペース、授乳室も完備していますので、小さいお子さま連れでも安心して
野球観戦が楽しめます。

テイキョウ
キッズルーム

ボールパークグルメ

「食でも楽しんでいただく！」ために、12球団最大級のメニュー数を誇る、
バラエティ豊かなスタジアムグルメが大リニューアル！カジュアルな
ファストフードから、居心地のいいカフェ、本格的なレストランまで、77店舗・
1,000種類以上のメニューをご用意しました。     

西武ライオンズ社員からのメッセージ
こどもからおとなまで楽しめるボールパークに生まれ変わりました。

ぜひ、新しくなったメットライフドームエリアに遊びに来てください！

野球観戦はもちろん、それ以外の楽しみも見つけてくださいね！

information
西 武 グ ル ー プ

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！

今、SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンに新規入会・条件クリアで、
最大5,000円分のプリンスチケットがもらえるWeb限定キャンペーン実施中。
沿線でのお買い物や定期券購入でおトクなSEIBU生活をはじめませんか？
新規入会対象期間　2021年4月30日（金）まで
条件クリア対象期間　2021年6月30日（水）まで

特急券／指定券、定期券購入で 　

ポイントがWで貯まる！　
特 長

3

▶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。

西武プリンスクラブプリンスポイント加盟店でのご利用で

110円（税込）につき1ポイント 　　

特 長

1

●ポイント加算レートは加盟店により異なる場合があります。
●プリンスポイントは、全国の西武プリンスクラブプリンスポイント加盟店での
　ご利用で貯めることができる西武グループ共通ポイント！
●ポイント数に応じて、お買い物券やホテル宿泊券などのアイテムと交換できます。

●特急券／指定券のオンライン購入＆チケットレス乗車ができるサービス
　「Smooz」のご利用や、西武鉄道・西武バスの定期券購入でプリンスポイント
　と永久不滅ポイントがダブルで貯まります。また、プリンスポイントは特急
　ラビュー・レッドアロー号の特急券と引き換えできます。

ショッピングや公共料金決済でのご利用で

1,000円につき1ポイント 　　

特 長

2

●永久不滅ポイントは有効期限なし。交換忘れも気にしなくてOK。
　プリンスポイントへの交換や期間限定の特選アイテムと交換できます。

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

さあ、まるごと楽しもう !

©TEZUKA PRODUCTIONS
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プラレール S-19
西武鉄道

001系Laview
▶野方方取付部

　土留壁工事

▶沼袋駅部西武新宿方
　パイプルーフ推進工事

▶新井薬師前駅部
　掘削工事

現在、新井薬師前駅上りホーム裏では、地下躯体の構築に向けた
掘削工事を行っています。沼袋駅部西武新宿方では、パイプ
ルーフ※１推進工事が完了しております。また、野方方取付部※2

では、引き続き土留壁工事※3を行っています。
※1　線路下を掘削するために、現在の線路を受ける管 
※2　トンネル区間から地上部へつながる部分 
※3　地盤の変形と地下水の流入を防止するための工事

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。

中井～野方駅間 地下化通信

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

●野方方取付部 施工断面図（イメージ）

上り線

パイプルーフ

南側 北側

上
り
線

下
り
線

軌道仮受杭土留壁 土留壁

工事桁 地下構造物

下り線

下り線

上りホーム

トモニー 
サブスク

30日間、駅ナカ・コンビニ「トモニー」で
毎日お茶1本と引き換えられる
5月31日（月）まで期間限定

「トモニーサブスクPASS」発売中！
「トモニー」の新しいビジネスモデルとして、定額で30日間、毎日
お茶1本と引き換えられるサブスクリプションサービスを提供中。
ファミリーマートコレクションのお茶4種
類（各100円/税込）から選ぶことが
でき、30日間の利用で最大1,800円
おトクに！ぜひご利用ください！

プラレールと実写の映像を組
み合わせ、「La v i e w」と
ともに池袋駅から西武秩父駅
までをめぐる動画を配信中！
動画内では「グランエミオ
所沢」の屋上庭園「とこにわ」
でプラレールによって西武鉄道の沿線が再現され、各停車駅では本物
の駅係員がさまざまなメッセージやポーズで皆さまをお迎えします。ぜひ
おうちから、秩父への列車旅気分をお楽しみください♪

コラボ
企画

おうちから、Laviewに乗ってバーチャル秩父旅へ
「プラレール鉄道×西武鉄道でいく

 こどもたび」公開中！
「とこにわ」を走るプラレール

西武鉄道 N E W S

購入方法 ヤフー株式会社の「PassMarket」で
 「トモニーサブスクPASS」を購入
販売期間 5月31日（月）まで　販売金額  1,200円（税込）
有効期間 有効開始日から30日間

引き換え本数 有効期間内に1日1本
対象店舗 池袋駅１階改札内店、池袋駅地下改札外店、
 西武新宿駅正面口店、高田馬場駅橋上店、
 国分寺駅店　計5店舗
対象商品 ファミリーマートコレクションのお茶4種類
 （各600ml）

電子チケットについて

商品引き換えについて

最大1,800円おトク！

ど  どめ へき

※画像はイメージです。

プラレール鉄道
新型車両

 「スピードジェット」

©TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

▶YouTube西武鉄道公式チャンネルはこちら

▶詳しくはサイトをご覧ください。
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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。

「ライオンズ70周年シリーズ」開催！

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Lions  Newsライオンズ ニュース

埼玉西武ライオンズ 4・5月試合日程

17：45 17：45

17：45 17：45

18：00 14：0018：00

17：45 17：45 13：00

17：45
ファーストステージ
パ・リーグ2位 vs パ・リーグ3位

福岡ソフトバンク

4  APRIL

福岡ソフトバンク

mon tue wed thu fri sat sun

福岡ソフトバンク

千葉ロッテ
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福岡ソフトバンク

PayPay
ドーム

福岡ソフトバンク

楽　天 楽　天 千葉ロッテ千葉ロッテ

福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク

千葉ロッテ

楽天生命
パーク宮城

楽天生命
パーク宮城

ZOZO
マリン
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北海道日本ハム 北海道日本ハム北海道日本ハム

12球団の本拠地としては最大級！
メットライフドームの「グルメ」を楽しもう！

過去最大規模のリニューアル特設Webサイト公開！ユニフォーム配布やグッズなど盛りだくさん

2021年もライオンズ70周年シリーズを実施し
ます！ライオンズ70年の軌跡を背に、2021年は
まだ見ぬ高みを目指し、揺るぎない黄金期を
築くため頂点を目指して戦います！4/6（火）
楽天戦を皮切りに年間11試合ライオンズ70周年
ユニフォームを着用して戦います。4/27（火）、5/18（火）はファンクラブ
会員限定で70周年腕時計を、5/3（月･祝）にはユニフォーム、5/20
（木）には70周年リバーシブルフラッグを来場者全員に配布※します！
ほかにもレジェンドOBプロデュース ライオンズ70周年弁当やグッズ
も販売！今年もライオンズ70周年シリーズにご注目ください。

メットライフドームエリアの改修に伴い、グルメも21店舗を入れ替える
など、過去最大規模のリニューアル！これまで以上にバラエティ豊かな
お食事やドリンクなどを取りそろえました！
12球団の本拠地球場内では初出店となる「MLB café SAITAMA」
や埼玉県のご当地グルメを取りそろえた「ご当地グルメ埼玉食道」など、
さまざまなジャンルの新店舗が登場！スタジアムにおける新たな「食」
をお楽しみください！

※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。

メットライフドームでの
デーゲーム

メットライフドームでの
ナイトゲーム

さまざまな
グルメを
心ゆくまで！

「MLB café SAITAMA」
 各種商品

「ご当地グルメ埼玉食道」
朝採れ所沢野菜

阪　神阪　神阪　神広　島広　島広　島

5/25（火）～6/13（日）5/25（火）～6/13（日）5/25（火）～6/13（日）5/25（火）～6/13（日）

▶ライオンズ70周年特設Webサイトはこちらをご覧ください！

新しくなったメットライフドームで働こう！
アルバイト募集中！   応募はこちらから▶
新しくなったメットライフドームで働こう！
アルバイト募集中！   応募はこちらから▶

※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つお渡しします。なお、“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。
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