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※掲載内容は2021年4月20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 5月31日（月）消印有効

5月31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。
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今月の
クイズ

“L-train［101］”
多数のご応募ありがとうございました。

4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 1～6ページをチェック

｛ 編集後記 ｝

“心あたたまる幸福感に包まれる世界”をコンセプトに
5月19日（水） 西武園ゆうえんちは生まれ変わります。

 1984年まで西武園ゆうえんちへの足として親しまれていた「おとぎ
電車」。1972年には「蒸気機関車」が導入され、“ＳＬブーム”が起こりました。かつてご乗車
された方が表紙のイラストから当時を思い出し、笑顔になっていただければうれしいです。

 

“○○○・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦”

グランドオープンする「西武園ゆうえんち」に新登場の
大怪獣をテーマにしたアトラクションの名前は？

9：00～17：00

西武園ゆうえんち グランドオープン！

.344

2021

「おとぎ電車」の当時の様子

Webサイトでも
公開中！



住人たちが繰り広げる圧巻のライブ・パフォーマンス！
ココに注目！

新しい「西武園ゆうえんち」
5月19日（水） グランドオー プン!
“心あたたまる幸福感に包まれる世界”をコンセプトに、
懐かしい昭和の体験と新たな感動をお客さまにお届け
します！新しい西武園ゆうえんちが織りなす“ニューノスタ
ルジー”な世界を体験しにきませんか。

道案内をしていたお巡りさんが、突然、泥棒との壮絶な
パルクール・チェイスを繰り広げたりと、この商店街は単
に古い町並みの再現ではなく、いたる所で予想の
つかないライブ・パフォーマンスが繰り広げられます。

生きた昭和の熱気がほとばしる
「夕日の丘商店街」

日本を代表する映画監督である山崎貴氏と、
テーマパークの体験設計で卓越した実績を
誇る株式会社刀の津野庄一郎氏がコラボ
し、壮大な世界観を持つ「ゴジラ・ザ・ライド
大怪獣頂上決戦」が誕生しました。

映画監督 山崎貴氏 × 株式会社 刀 クリエイティブチーム

気・元気・熱気があり、生きる人々の息遣いや体温
まで感じられる「夕日の丘商店街」。30もの店舗が

ずらりと立ち並び、360°どこを見渡しても1960年代の
あの頃の世界が広がります。住人たちが繰り広げるライブ・
パフォーマンスに巻き込まれるうちに、気づけば町の一員になって
いる、そんな没入体験をお楽しみください！

活活

和の日本で生まれた大怪獣「ゴジラ」をテーマにした、ライド・
アトラクションが登場！突如、ゴジラやキングギドラたちが

激闘する真っ只中に放り込まれ、次から次へと迫りくる予想外な
展開はあまりにスリリング！息つく暇もない超絶大興奮がここに。

昭昭

ココに注目！

昭和の熱気を遊びつくそう！

おせっかいなほ
ど人情味

あふれる住人た
ち！

STORY   　常識ではありえない圧倒的なスケールとクオリティで、息つく
暇もなく理不尽なくらいに、次から次へとあなたに襲いかかります。こんな展開
ありえない！あなたを超絶大興奮の渦へ巻き込みます。

昭和の大怪獣の大興奮アトラクション
「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」

TM & © TOHO CO., LTD.

※掲載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更が生じる可能性があります。
　おでかけの際はWebサイトにて最新情報をご確認ください。
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※手塚治虫氏のキャラクターをテーマにした遊園地常設のファミリーエリアとして
　（2021年西武園ゆうえんち調べ）

©TEZUKA PRODUCTIONS

©TEZUKA PRODUCTIONS

ンボルである「大観覧
車」、「メリーゴーラウンド」

なども新たな演出を加え、体験
を一新。懐かしいあの頃に戻っ
たかのような、エモーショナルに
心動かされる世界が目の前に
広がります。

シシ

大人も子供も楽しめる手塚ワールド
「レッツゴー！レオランド」

1960年代の懐かしさを感じられる
情緒あふれるアトラクション

“懐かしいあの頃”をお買い物で体験
「西武園通貨」

塚治虫氏の人気作品「鉄腕アトム」「ジャングル大帝」のキャラ
クターたちが登場する世界初※のファミリーエリアが誕生！

颯爽と走り抜けるジェットコースター「アトムの月面旅行」や、回転型
ライド・アトラクション「飛べ！ジャングルの勇者レオ」など4つ
のライド・アトラクションを含む、6つの体験を楽しもう♪

手手

小さなお子さまでも楽しめるアトラクションのほか、アトムやレオの世界
を体験できるトリックアートは、大人にもおすすめのフォトスポットです！

昭和に花開いた日本のアニメ文化の礎となった
手塚キャラクターたちの世界へ！

レオとパンジャをあしらった、オリジナルデザイン♪

熱々のスパゲッティー・ナポ
レターナも！お米が大爆発
するポン菓子も！遊技場で
の射的体験も！

ノスタルジックな体験を、「西武園通貨」で！

しい西武園ゆうえんちでは、2種類の園内通貨「百園(ひゃく
せいぶえん)」「拾園(じゅうせいぶえん)」を使って、当時の

物価そのままに、昭和グルメの食べ歩きやお買い物など、さまざま
な体験をすることができます。

新新

西武園ゆうえんちリニューアル担当からのメッセージ

約3年もの歳月をかけて、新しい西武園ゆうえんちが
いよいよグランドオープンいたします。これまでご愛顧
いただいた方も、知らなかったという方も誰もが「心
あたたまる幸福感」を感じていただける場所になり
ます。懐かしいのに新しい、新しいのに懐かしい、昭和の
熱気あふれる非日常の世界へぜひお越しください。

ココに注目！

ココに注目！

マーケティング課  課長
高橋 亜利
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総面積4,100㎡の
大規模な屋外型
スケートリンクとして
話題となり、多くのお
客さまが訪れました。

レイバック！西武園ゆうえんちのあゆみ

開園から昭和・平成・令和と時代を超えて、皆さまに愛されて
きた西武園ゆうえんち。「心あたたまる幸福感に包まれる
遊園地」に生まれ変わることを記念して、これまでの歴史を
ご紹介します。

「おとぎ電車」は、遊戯用乗物として多摩湖ホテル前～上堰堤間で運転
を開始しました。762mmゲージ鉄道で、環境面と時代背景を考慮し、
蓄電池動力を採用していました。

「東村山文化園」として開園1950

「西武園」へ改称1951

大観覧車 導入1957

おとぎ電車 開通

プール面積50ｍ×30ｍ、水深1.2ｍのプールが誕生。プールサイドには
砂場があり、周囲には緑の芝生が広がっていました。開業当時の料金
は、おとな60円・こども30円で、プールシーズンには1日平均約400
人ものお客さまで賑わう、話題のレジャースポットとなりました。

西武園プール 開業1960

秒速17メートル、コースは
750mで、当時としては
日本一の長さを誇り、来
園者の人気を集めていま
した。

ジェットコースター
導入

1963

アイススケートリンク 開業1988

アイドル共和国 誕生1989

毎週土曜日15時から、TV番組「アイ
ドル共和国」が生中継されていた、
放送スタジオ兼イベントスペースが
誕生。ローラースケートリンクやショー
ステージ、ここでしか買えないアイドル
グッズの販売コーナーと、まさにアイドルタウンとして注目されました。

ウォータースライダー 導入1997

初級から上級まで全6コースからな
る、スリル満点のウォータースライダー
が登場！夏休みシーズンには、長蛇の
列になるほど人気のアトラクションに。

「スターキングダム～みんなでつくる
イルミネーション～」 開始

2010

冬の風物詩として、多くのお客さまに
愛されたスターキングダムがスタート。
100万球のカラフルな電飾が園内を
彩り、その迫力と華やかさに点灯式
では歓声が上がるほどでした。

ローズガーデン 開業2017

新しい西武園ゆうえんちグランドオープン！2021

世界で最も愛されるバラとも言わ
れるツルバラ「ピエール・ドゥ・ロン
サール」をはじめ、「スブニール・ドゥ・
アンネフランク」、最も香りが良いとさ
れる「ダマスクローズ」など、100種類以上のバラが美しく咲き誇ります。

全長900ｍを1分40秒で走り抜け、
最大重力加速度4.87Gを体験でき
るアトラクションが登場！当時、縦方
向のループと横方向のスクリューを
合わせたジェットコースターは珍しく、
長きにわたり人気を博しました。

ループ・スクリューコースター 導入1986

時代を超えて、新しく生まれ変わる西武園   ゆうえんちへぜひ遊びに来てください！

乞う
ご期待！

※現在は「バラエン」として営業しています。
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Vol.9では、西武鉄道オリジナル
グッズの企画・販売や開発の秘話
をはじめ、「西武鉄道オンライン
ショップ」のオープンに至るまでの
工夫など、ここでしか聞くことの
できない裏側に迫ります。

企業
PR

社員が熱意をリアルに語るインタビューコンテンツ
〈西武鉄道社員がかなえたい「あれも、これも」ストーリー〉
「コロナ禍でもより多くのお客さまへ笑顔を。
西武鉄道グッズの挑戦」を公開中！

「グッズ開発は細かいところまで気を遣って…」オリジナル
プラレールやLaview関連グッズなど、西武鉄道グッズ
開発に携わる担当者ならではのストーリーも！
…続きはコーポレートメッセージブランドWebサイトでご覧ください▶　

東京電力エナジーパートナー株式会社の協力により、西武鉄道山口
線（愛称：レオライナー）で使用する電気使用量のすべてを、当社運営
の「西武武山ソーラーパワーステーション」が発電する環境価値が
付いた電力でまかなうことを実現。これにより年間約300トン排出して
いたCO2を実質ゼロで運行することが可能になりました。これから
も、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

SDGs
年間約300トンのCO2排出を実質ゼロに
日本初※100%自社の太陽光発電で
レオライナーを運行

山口線を走行する「SDGs×Lions GREEN UP! プロジェクトトレイン」

西武鉄道 N E W S

▶新宿線線路防護柵
　構築状況

▶新宿線仮線路
　切替状況

▶新宿線所沢方
　高架橋構築状況

▶新宿線久米川方
　高架橋構築状況

【駅部】

【駅中間部】

東村山駅付近 高架化通信

仮上り線

仮上り線

仮下り線

仮下り線

下り線

●駅部では、橋上駅舎解体工事が完了し、引き続き高架橋の
構築工事を進めています。

●駅中間部の新宿線久米川方では、高架橋構築に向けた準備
として線路防護柵設置工事を進めています。また、新宿線
所沢方では、引き続き仮線路切替工事を進めています。

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。

久米川～東村山駅間

久米川～東村山駅間

東村山～所沢駅間

東村山～所沢駅間

東村山方

東村山方

東村山方

東村山方

久米川方

西武武山ソーラーパワーステーション

三浦半島のほぼ中央部の横須賀市に2019年
2月に竣工。西武グループの太陽光発電として
最大規模の発電所となり、年間の発電電力量
は一般家庭約2,660世帯分にも相当します。

山
口
線
（
レ
オ
ラ
イ
ナ
ー
）多摩湖

西武園
ゆうえんち

西武球場前
狭山線

多摩湖線

山口線路線図

※自社太陽光発電由来の環境価値が付いた電力による通年・全列車の運行
　（西武鉄道調べ）

所沢方

所沢方

久米川方
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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。

球団公式スマートフォンアプリに
6つの新機能が追加！

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 5・6月試合日程

2021年新応援スタイルで選手にエールを！
ニューノーマル時代の応援スタイルはこれだ！球場内の混雑確認など、観戦をより快適にする機能が登場！

球団公式スマートフォンアプリに「スタ
ジアムサービス」が追加！こちらは、球
場での観戦をより便利・快適にする
ための各種機能です。ご来場の際
は、ぜひご活用ください！

埼玉西武ライオンズファンブック好評販売中！
公式ファンブックならではの豪華企画で選手の素顔に迫る！

普段は見ることができない選手の素顔に迫った内容が目白押し！今年
は選手会長の森友哉選手とキャプテンの源田
壮亮選手のスペシャル対談に始まり、プロ20年目
を迎える中村剛也選手×栗山巧選手、チームに
勝利を呼ぶリリーフ陣の増田達至投手×森脇
亮介投手、同期入団で期待の若獅子宮川哲投手
×浜屋将太投手、さらに金子侑司選手とライオン
ズファンでピアニストの清塚信也さんの熱烈トーク
など、ほかでは読めない豪華なラインナップです！

新型コロナウイルスの感染防止対策として、声を出しての応援ができな
い今シーズンは、「叩く」「掲げる」「振る」の3つのスタイルで、フィールド
で戦うチームを応援しよう！また、今シーズン、メットライフドームでの
試合のライオンズ勝利時には、ライオンズアプリに新たに実装された

「ペンライト」機能を用いた、光のセレ
モニーイベント（ナイター開催日のみ）も
開催。球場での試合観戦の際は、ぜひ、
この応援スタイル紹介ページと応援レク
チャー動画をご覧のうえ、メットライフ
ドームへご来場ください！

※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

17：45 17：45 14：00 14：0017：45 17：45

17：45
オリックス

14：00 13：00

18：00 18：0029 13：003028

5  MAY
mon tue wed thu fri sat sun

21

543 9

1413121110 16

札幌
ドーム

札幌
ドーム

15

2120191817 2322

27262524

北海道日本ハム 北海道日本ハム

マツダマツダマツダ

オリックス オリックス

PayPay
ドーム

PayPay
ドーム87

福岡ソフトバンク
6

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

ZOZO
マリン

ZOZO
マリン

北海道日本ハム 北海道日本ハム北海道日本ハム

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）

ペンライト機能でセレモニーを盛り上げよう！

ライオンズ
公式アプリの
ダウンロードはこちら！

アンドロイド iOS

▶2021年ライオンズ応援スタイル特設ページはこちらをご覧ください！
※表紙イメージ
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巨　人
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巨　人
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東京ヤクルト
神宮

東京ヤクルト
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東京ヤクルト

横浜DeNA 横浜DeNA
18：00

横浜DeNA 中　日 中　日 中　日
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