
「面」で検知する“○○式”

踏切障害物の検知方式を「線」から「面」へ更新し、
検知領域の拡大化を図っていますが、その検知方式は？

発 行 日  2021年6月1日
編集発行 西武鉄道株式会社  広報部  
 〒359-8520  所沢市くすのき台一丁目11番地の1
表紙イラスト　小野塚 綾子
2021.5.40TM

※掲載内容は2021年5月21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 6月30日（水）消印有効

6月30日（水）

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

“［ゴジラ］・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦”
多数のご応募ありがとうございました。

5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 ｝

お客さまに安全で快適なサービスを
お届けするために

2021年度　鉄道事業設備投資計画

 

9：00～17：00

Webサイトでも
公開中！

 先日、西武園ゆうえんちがグランドオープンを迎え、取材に行ってきま
した。エントランスに入るとそこは、活気あふれる昭和の世界。一気にこどもの頃の懐か
しい思い出がよみがえりました。7月号ではその時の様子をレポートします。お楽しみに！
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【2D式】 「面」で検知【光電式】 「線」で検知

更新

検知領域イメージ

レーダ1

レーダ2

検知領域

お客さまに安全で快適  なサービスを
お届けするために
西武鉄道では、お客さまにより安全で快適なサービスを　提供するため、総額214億円の設備投資を行います。

安全対策
安心して鉄道をご利用いただくために

▼

センサ①②でお客さまを
　検知し、運転士に知らせます。

2021年度

鉄道事業
設備投資計画

駅ホームの安全性向上

目の不自由なお客さまにホームの内側
をお知らせするブロックです。今年度は
3駅に設置します。

>内方線付き点状ブロック

輸送の安全性向上

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、芦ヶ久保～
横瀬駅間で実施します。

>法面の改良

斜面からの落石が列車に
衝突することを防ぐため、
線路に沿って落石防護柵
を設置します。今年度は
芦ヶ久保～横瀬駅間で実
施します。

>落石防護設備

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・改良を進めるとともに、制御装置の更新を実施。各変電所の故
障表示・制御項目の細分化を図ることで、障害発生時の復旧時間
短縮を図ります。

>変電所の機器更新・改良

踏切障害物の検知方式を従来の「線」で検知
する光電式から、「面」で検知する2D式へ更
新し、検知領域の拡大化を図りながら踏切
の安全対策を強化していきます。今年度は
10ヵ所の踏切に設置する予定です。

>踏切支障検知装置の高機能化

停車中の列車とホームの隙間に
転落したお客さまを発見する設備
を、昨年度までに新井薬師前駅1
番ホーム（下り）、萩山駅3番ホーム
（上り）に設置しました。今年度は
稲荷山公園駅１
番ホーム（上り）
に設置します。

>ホーム隙間転落検知システム

競艇場前・多摩湖・西武園ゆうえんち
設置を進める駅

池袋（2～6番ホーム）・練馬・西武新宿・高田馬場・所沢・国分寺
整備が完了している駅

ホームを
横から見た図

①

②

センサ設置イメージ

設置の様子

ホーム上からの転落や車両
との接触を防止するため、
国・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。

>ホームドアの整備

所沢駅

芦ヶ久保～横瀬駅間

吾野～西吾野駅間

ホームの内側※昨年度までに83駅に整備完了（小竹向原駅除く）

踏切支障検知装置

0201

Pic
k U

p

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ



昨年度、橋上駅舎化と自由通路を供用開始し、今年度事業完了
予定です。本リニューアルの実施により、新たに東口を新設しました。
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
と安全性が向上します。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により、利便性が向上します。

2021年度  鉄道事業設備投資計画

サービス向上
お客さまの“快適”のために

駅空間の快適性向上

西武園ゆうえんちのグランドオープンにあわせて、新たなメインエント
ランスとなる西武園ゆうえんち駅のトイレなどをリニューアル。駅機能
を向上させることで、より快適にご利用いただける駅を目指します。

>西武園ゆうえんち駅の駅機能向上

新宿線連続立体交差事業の推進

踏切での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
実現のため、事業を推進します。

>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 早期事業化に

向けて準備中（ ）

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！

…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

新井薬師前駅沼袋駅野方駅

←本川越方面 西武新宿方面→

中井～野方駅間（地下化） 踏切除却数
中野通りを含む

7ヵ所の踏切を除却

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→

東村山駅付近（高架化） 踏切除却数
府中街道を含む

5ヵ所の踏切を除却

>ひばりヶ丘駅のリニューアル

西武グループ一体となり
駅舎改修工事と駅ナカ商
業施設「エミオひばり
ヶ丘」のリニューアル工事
を実施。駅舎では旅客ト
イレ、南口エスカレーター
改修工事が完了。「エミオ
ひばりヶ丘」では、今夏のオープンに向けて店舗増床・既存店舗改修
を実施しており、改修前と比べて、約7割の増床を予定しています。
引き続き、より便利で快適にご利用いただける駅を目指します。

>多磨駅のリニューアル

1階南口（イメージ）

多磨駅東口外観

桜天井桜壁面

北口

外部多機能トイレ内部

工事完了

今夏 完成予定

今年度 完成予定

安
全
対
策
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▶入場事前申込・イベント・アクセスなどの詳細はWebサイトをご覧ください。

電車
イベント

2年ぶりに開催！西武鉄道最大の電車イベント
 「西武・電車フェスタ2021 

in 武蔵丘車両検修場」

4月に定期運行を終了したレッドアロークラシックが電車撮影会に登
場！体験コーナーでは、トラバーサー乗車や非常通報装置取り扱いの
体験ができます。展示コーナーでは、電車フェスタでは初となる「西武
鉄道かわら版」の表紙イラストも展示しますので、ぜひご来場ください。

日　時 6月5日（土） 11：00以降入場／12：00以降入場
 ※雨天決行・荒天中止 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため完全事前申込制

会　場 武蔵丘車両検修場　　入場料　無料

2019年の様子

臨時
停車

雄大な大自然の中でリフレッシュしませんか
初夏のハイキングシーズンにあわせ、
一部のLaviewが武蔵横手駅・
東吾野駅に臨時停車します

陽ざしが心地よい、初夏の
ハイキングシーズン到来。今年
は武蔵横手駅・東吾野駅に
Laviewが初めて臨時停車
します。ぜひ電車に乗って、大自
然を満喫しにでかけませんか。

▶運転時刻・特急料金などの詳細はWebサイトをご覧ください。

実施期間 6月27日（日）まで

池袋 所沢 入間市 飯能 武蔵横手 東吾野 横瀬 西武秩父時　刻
平 日

土休日40000系車両

車いすやベビーカーをご利用の
お客さまや大きな荷物をお持ち
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仕様で3編成増備。
快適な移動時間をお客さまにお届けします。

10編成10編成 13編成13編成
2021年度2020年度

3編成
 増！

西武鉄道 N E W S車両の快適性向上

>ロングシート仕様の40000系車両を3編成増備

環境対策
もっと地球にやさしい鉄道へ

LED照明の導入
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系車両のほか、
8駅で照明器具の取替に
あわせて導入します。

大泉学園・保谷・西武新宿・南大塚・
玉川上水 など

導入を進める駅

計8駅

池袋 発

6：50 7：13 7：44

武蔵横手 着

ちちぶ3号
7：30 7：54 8：26

7：47

東吾野 着

8：29ちちぶ5号 

下り 所沢 発

ちちぶ30号
ちちぶ32号

上り 東吾野 発

14：49 14：53 15：21

所沢 着

15：49 15：53 16：21
15：43

池袋 着

16：43

武蔵横手 発

ちちぶ3号
ちちぶ5号

下り

ちちぶ30号
ちちぶ32号

上り池袋 発

6：50 7：12 7：44
武蔵横手 着

7：30 7：50 8：18
7：48
東吾野 着

8：21

所沢 発 東吾野 発

14：49 14：53 15：21
所沢 着

15：50 15：53 16：21
15：43

池袋 着

16：48

武蔵横手 発

臨時停車

Laview

ロングシート

サ
ー
ビ
ス
向
上
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宝探し
イベント

ラッピング
電車

西武園ゆうえんちグランドオープン記念
西武園ゆうえんちラッピング電車が
山口線（レオライナー）で運行中！

1960年代の街並みを再現した
西武園ゆうえんちのコンセプトに
あわせて、同年代に西武線を
走っていた車両をイメージした
ラッピング電車が運行中。西武
園ゆうえんちに到着するまでの
時間もワクワクしていただきたい
という想いを込めています。ぜひ西武線に乗って、生まれ変わった
西武園ゆうえんちへ遊びに来てください！

2019年より開催している、西武線沿線
を散策しながら謎を解く宝探しイベント第
3弾を9月26日（日）まで実施中！今作
は、主人公が過去に戻るためのタイムトレ
インの切符を探す旅にでかけるストーリー
です。謎解き好きな方も、初めての方も、
気軽に楽しめる内容ですのでぜひご参
加ください♪

謎を解き明かし、賞品をGETしよう！
『WEST CODE タイムトレイン

の切符』実施中！

information
西 武 グ ル ー プ

西武鉄道・西武プロパティーズ

総施設面積は約7割広くなり、グルメを中心とした計13店舗
を展開。施設内には優良木材・西川材を活用した個室ブースを
含むレスティングスペースを新設。木の温もりに包まれながら
くつろげる空間となっておりますので、待ち合わせやスキマ時間
にぜひお立ち寄りください。

テナント一覧 （計13店舗）

約3年半の休業期間を経て、この夏「エミオひばりヶ丘」がスケール
アップオープン！あなたの“ほっと”が見つかる“マチナカリビング”
をリニューアルコンセプトに、明るく開放的な空間に生まれ変わり
ます。これからも、お客さまの毎日をもっと便利に、快適にする取り
組みを進めてまいります。

食を買う楽しみも、プチ贅沢も。テナント13店舗が決定！
駅ナカ商業施設「エミオひばりヶ丘」
今年の夏、スケールアップオープン！

 2階メインフロア（イメージ）

ベーカリー

総合惣菜

中華惣菜

スーパーマーケット

スペシャリティ  コーヒーストア

回転・テイクアウト寿司

フラワー

とんかつ

焼鳥・惣菜・うなぎ蒲焼

たい焼き

ケーキ・タルト・焼菓子

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

BONCERNE（ボンセルン） ★新ブランド・全国初出店
はなまるダイニングプラウド ★Emio初出店
中華惣菜 唐苑 Deli 　　   ★新業態・Emio初出店
成城石井
スターバックス
回転寿司 海鮮三崎港
ヒビヤカダンスタイル
とんかつ新宿さぼてん
日本一 
横浜くりこ庵 
フロプレステージュ
トモニー
セブン-イレブン

企画担当者からのメッセージ

謎が解けたらぜひ訪れた駅の周辺を散策してみてくだ
さい。お気に入りのお店などを見つけるのも、謎解きの

醍醐味の一つです！9月までの長期開催
ですので、お好きな日程でお楽しみください！

人気企画
第3弾！

▶特設Webサイトについてはこちらをご覧ください！

　　　　　　　特設Web
サイトに、謎解きで獲得した
報告キーワードと必要事項
を入力して応募すると、抽選
で素敵な賞品が当たります！

参加冊子

発売期間 9月26日（日）まで  初電車～16:00
発  売  駅 西武線全駅の自動券売機
 ※武蔵横手～西武秩父駅間・小竹向原駅・多摩川線の各駅を除く
発売金額 大人 1,000円／小児 500円
有効区間 西武線全線  ※高麗～西武秩父駅間・多摩川線を除く

「WEST CODE」
西武線謎解き1日フリーきっぷの発売

西武鉄道限定モデル
3Dセンサー搭載歩数計

※画像は
イメージです。

PRESENT!

イベントを
楽しむおトクな
きっぷ

施 設 情 報

スマイル&スマイル室
旅客誘致企画担当
宮原 さん
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SDGsをテーマにした漫
才など、イベントを通じ
て楽しくSDGsについて
考えましょう！

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。

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 6・7月試合日程

※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

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

17：45

18：00

17：45 14：00 13：0017：45

18：00 14：00 13：00

6  JUNE
mon tue wed thu fri sat sun

千葉ロッテ千葉ロッテ 千葉ロッテ

楽　天
18：00

楽　天 オリックス

63

10

5

京セラD
大阪

福岡ソフトバンク

京セラD
大阪

11987

21
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「ライオンズフェスティバルズ2021」を
2年ぶりに開催！

今年のテーマは「SDGs」

7月13日（火）～8月29日（日）の
全17試合で2年ぶりとなる「ライオン
ズフェスティバルズ2021」を開催し
ます！期間中、選手たちは限定ユニ
フォームを着用して試合に臨むほか、
ライオンズフェスティバルズ2021のテーマ“SDGs －Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）－”にちなみ、ホーム
ゲームではSDGsの啓発活動を積極的に行う吉本興業（株）所属の
お笑い芸人による漫才イベントを実施します。

ライオンの誇りである「たてがみ」に選手たちの多様な個性を「SDGs」
の色などでカラフルに表現。彩り美しい虹のように、選手それぞれの特徴
や個性（カラー）を生かすことで「最高」の結果を出し、彩の国で再び王
者に返り咲くことへの想いを込めています。

7月13日（火）来場
7月14日（水）来場

中川家・礼二さん、ゆりやんレトリィバァさん
おかずクラブさん

キャップ

ヘルメット

1 7月13日（火）～8月29日（日）の全17試合
「彩虹（さいこう）ユニフォーム」を着用

2 お笑い芸人による「SDGs」をテーマにした
イベントを開催

ライオンズファンを公言するピアニスト清塚信也さんが、ライオンズのビク
トリーエンブレム「WE ARE ONE」のテーマ曲を制作します。楽曲は7月
上旬ごろの発表を予定しています。

3 ピアニスト清塚信也さんによる
「WE ARE ONE」テーマ曲の制作が決定

「リアル脱出ゲーム」を企画制作する
SCRAPと埼玉西武ライオンズの初め
てのコラボ企画。ライオンズのホーム
タウンを歩きながら謎を解く、体験型
ゲーム・イベントを開催。選手が出演する

撮りおろし映像が盛りだくさん！イベントの参加者しか体験することの
できない完全オリジナルストーリーとともに、所沢の街歩きを楽しもう！

4 ナゾトキ街歩きゲーム「獅子を襲う危機からの脱出 ～起こせ、
奇跡の大逆転劇～ Presented by Cisco」開催決定！

2016年からの球団
歌「地平を駈ける獅子
を見た」をテーマとし
た三部作（エメラルド・
炎獅子・獅子風流）に
続き、“激しく雄 し々く 
美しくたてがみ虹の
尾をひいて”をもとに
制作した「彩虹（さい
こう）ユニフォーム」。

5月4日に実施したユニフォーム発表会の様子

前面 背面 ※リアル脱出ゲーム・ナゾトキ街歩きゲームは株式会社 SCRAPの登録商標です。
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