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※掲載内容は2021年6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 7月31日（土）消印有効

7月31日（土）

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

「面」で検知する“［2 D］式”
多数のご応募ありがとうございました。

6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

www.seiburailway.jp

Twitter

ヒント 1～6ページをチェック

｛ 編集後記 ｝

9：00～17：00

Webサイトでも
公開中！

“○○の丘商店街”

西武園ゆうえんちのメインエントランスを抜けると、
1960年代の町並みが広がる商店街の名称は？

 先日、取材で夕日の丘商店街に行ってきました。商店街は懐かしさにあふれ、
幼少の頃に母と商店街のお肉屋さんで食べたコロッケの記憶がよみがえりました。かわら版
では紹介しきれないほど魅力が満載の新「西武園ゆうえんち」に、ぜひおでかけください。

.346

2021

西武園ゆうえんち現地レポート！
生まれ変わった西武園ゆうえんちのおすすめのスポットや
グルメ、裏話などをリニューアル担当者がご紹介します。

運行情報をプッシュ通知！
公式スマートフォンアプリ



メインエントランス
Report

今回のリニューアルでは、3ヵ所あった入口を1つに集約しました。
入口から皆さまにノスタルジーの魔法をかけていきます。

「心あたたまる幸福感に包まれる世界」をコンセプトに、新しく生　まれ変わった西武園ゆうえんち。
リニューアルを担当した髙橋さんに、おすすめのスポットや裏話な　 どをお聞きしました。

◇メインエントランスは山口線「西武園ゆうえんち駅」の
すぐ目の前。改札を出ると、ノスタルジックな路面電車
がお客さまをお出迎えします。

◇メインエントランスのチケット売り場
で「1日レヂャー切符」と、“懐かしい
あの頃”をお買い物で体験できる
「西武園通貨」を購入して、熱気あふ
れる昭和の世界へ！

西武園ゆうえん　ち 現地レポート！西武園ゆうえん　ち 現地レポート！
熱気と活気あ  ふれる世界へ！

私が
ご案内します！

ナビゲーター
マーケティング課長

髙橋 亜利

©TEZUKA PRODUCTIONS

通貨の裏側には
　西武鉄道の2000系車両と

　同じマークが！

5月19日（水）

グランドオープン！
当日は多くのお客さまに

ご来園いただき、新しいのに
懐かしい非日常の世界を
お楽しみいただきました。
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まるでずっとこの場所にあったかのように感じさせるほど、緻密に
1960年代の町並みを再現した「夕日の丘商店街」。おせっかい
なほど親切な商店街の住人たちが皆さまをお迎えします。

夕 日 の丘 商 店 街
Report

◇派出所のマークや、熊を
素手で27匹倒した犯人
の指名手配の理由など、
思わずクスッとなるこだわり
も要チェック！

◇威勢のいい大将が
いる魚屋では、焼きたて
のイカ焼きを販売中！

◇コンキンカン♪と金物を
叩くリズムを合図に、住民た
ちのセッションがスタート♪
　

◇ヤオハチのバナナ
の叩き売りは商店街
の名物！

◇商店街のヒーロー、入庁
10年目のベテラン駐在さん
と盗人のアクロバティックな
追いかけっこに注目！

◇商店街の入口にある新聞屋
で、「園内地圖」（ガイドマップ）を
手にいれよう！

◇揚げたてホクホクの
メンチカツは大人気！

◇「ポン！」という爆発音ととも
に、アツアツでほんのり甘いポン
菓子が完成。

商店街での
食べ歩きを

楽しんでみて♪

派出所

青果八百八

魚 勝

中富米店

龜山新聞舗

肉のおほみ

金銀堂

帽子の

数字は

何かな？

ココに注目！

号外！

巨大不明生物

現る？！

銭湯前広場で
爆発音を

聞いてみよう！
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レッツゴー！レオランド
Report

みんなで思い切り楽しめるファミリーエリア
　「レッツゴー！レオランド」が誕生。手塚治虫氏の人気作品
　「鉄腕アトム」と「ジャングル大帝」のキャラクターが登場し、
　懐かしくて新しい、心に響く体験をお届けします。

◇「レッツゴー！バザール」では、
ゴジラ、アトム、レオをはじめ、昭和を
代表するキャラクターたちの西武
園ゆうえんち限定グッズを販売！

◇初代ゴジラが活躍した
時代の雰囲気を再現した、
丘の上の映画館「夕陽館」。

謎の巨大生物「キング
ギドラ」が、破壊光線を
放ちながら所沢方面へ！
目の前で繰り広げられる
「ゴジラVSキングギドラ」激闘の真っ只中から、
あなたは無事に逃げ切ることができるのか!?

アトムの月面旅行 飛べ！ジャングルの勇者レオ

レオとライヤの夕日列車レオとライヤの
ジャングルダンスパーティー

夕 陽 館
Report

昭和の娯楽の殿堂である映画館をテーマにしたライド・
アトラクション「ゴジラ・ザ・ライド大怪獣頂上決戦」が
楽しめる夕陽館。究極の映像美とともに、いまだかつて
ないスリルと爽快感を体験してください！

館内に並ぶ昭和感
たっぷりの映画ポスターは

なんとオリジナル！

1960年代に
思い描かれていた
宇宙旅行をイメージ

ご紹介
してきたもののほかに、
ド迫力の夏のイベントも

お楽しみに！ぜひ
お越しください！新しくなった

西武園ゆうえんちはこちらから！

営業時間など詳しくは公式Webサイトをご覧ください

身長制限のある
お子さまも遊べる、

巨大なトリックアートや
すごろくもあるよ！

TM & © TOHO CO., LTD.

©TEZUKA PRODUCTIONS

わ～！！

上映中
息つく暇もない

超絶大興奮な体験をお届けするため
ストーリーやライドの動きに
こだわって設計しました
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実証
実験

いつもの「電車」にそのまま「自転車」
「西武多摩川線サイクルトレイン」
の実証実験を行います！

トモニー
スタイル

自転車を折りたたまず、そのまま車内に持ち込むことができる「西武
多摩川線サイクルトレイン」。今回の取り組みは、定期運行列車を
使ったサイクルトレインで、お客さまの行動範囲を広げるとともに、
自動車に比べてCO2排出量が少ない電車と自転車を組み合わ
せてご利用いただくことにより、環境保全にも効果が期待できます。
ぜひお買い物や沿線のサイクリングなどにご活用ください。

マナー
アップ

埼玉西武ライオンズの選手が電車内のマナーを判定！
「LIONS 電車マナー判定

シリーズ」ポスター掲出中！

第一弾のテーマは「コロナ禍での『マスク着用・会話は控えめに』」。
新型コロナウイルス感染症がまん延する中、「お客さまに安心して
電車をご利用いただけるよう、感染対策にご協力いただきたい」と
いう想いを込めています。今後も選手たちがマナーについて呼び
かけていく予定です。

西武鉄道 N E W S

店舗を広告媒体として全面ラッピングし、関連商品を販売する広
告連動型店舗「トモニースタイル」が西武新宿駅構内にオープン！
第一弾は、サッポロ生ビール黒ラベル「埼玉西武ライオンズ応援
缶」をモチーフに展開して
います。今後も、お客さま
が見て楽しめて、より便利
にご利用いただける店舗
を目指していきます。

駅ナカ・コンビニ「トモニー」の新しいカタチ
「トモニースタイル」が西武新宿駅

にオープン！

▲第一弾は辻 発彦監督・森 友哉選手が登場！

出店場所 西武新宿駅
 正面口改札内
営業時間 7:30～2１:00
展開期間 　　　  7月3日（土）まで   まで
 　　　  7月6日（火）～7月31日（土）
休 業 日 不定休 ※広告の入れ替えの際、数日間休業することがあります。

第一弾

第二弾

7月6日からはキレートレモン！第一弾
第二弾

全92駅の1日平均乗降人員は約259万人。新型コロナウイルス
の影響により前年度に比べて約28%の減少となりました。

2020年度　駅別乗降人員のご報告

r e p o r t

❖  2020年度 駅別乗降人員 上位10駅（1日平均） ❖
順位 駅名 乗降人員 順位 駅名 乗降人員

1 池　袋 334,791人 6 国分寺 83,466人
2 高田馬場 207,124人 7 所　沢 78,002人
3 西武新宿 121,462人 8 大泉学園 64,601人
4 小竹向原 104,135人 9 石神井公園 61,897人
5 練　馬 96,962人 10 秋　津 60,087人

※前年度から、上位10駅に順位の変動はありません。
※他社線との相互直通運転による通過人員を含みます。

実施期間  7月1日（木）～9月30日（木）
実施区間  多摩川線 全線 （多磨駅での乗降はできません）
持込料金  なし （乗車券をお持ちの方が持ち込みできます）
持込可能台数 お1人さま1台まで

▶利用可能時間など詳しくはWebサイトをご覧ください。

※画像はイメージです。

第二弾は近日公開！

©SEIBU Lions
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本イベントは、L-FRIENDS活動の一つの
柱である「こども支援」の基本理念である
「青少年の健全育成」の一環として、こども
虐待防止・オレンジリボン運動に賛同し
2019シーズンより実施しています。今シー
ズンは、「ほほえみ」をテーマに掲げ試合を開催します。大切な人と
“ほほえみあふれる時間”をメットライフドームで過ごしましょう。

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 7・8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

17：45 17：4521
福岡ソフトバンク オリックス

13：00

17：45 17：45

30

7  JULY
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北海道日本ハム 北海道日本ハム

楽天生命
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PayPay
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1098
楽　天
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8 AUGUST
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福岡ソフトバンク
18：00

福岡ソフトバンク
18：00
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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』

所沢エリアを歩きながら、ナゾトキを楽しもう！

全世界で820万人以上
を動員する『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。専用の謎解きキット
を使って、所沢の街を
歩き、隠された謎を解きながらゲームクリアを目指す『ナゾトキ街歩き
ゲーム』です。本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や、選手が出演する撮りおろし映像とともに、所沢
の街歩きをお楽しみください！

7月3日（土） vs オリックス・バファローズ

7月13日（火）～8月29日（日）
（試合開催日、非開催日ともにお楽しみいただけます）

ライオンズストア＠所沢ステーション
（グランエミオ所沢2階）

　　　　　　 あなたは埼玉西武ライオンズに新しく加入した選手。
一軍初昇格を果たし、心を弾ませながら練習に合流する。
しかし、練習にのぞむ憧れの先輩選手たちの様子がどこかおかしい。
どうやらなにか悩みがあるようだ。一体どんな悩みなのか？
街の中に隠された情報を頼りに選手たちを悩ます謎を解き明かし、
あなたの力でチームの勝利をつかみ取れ！

ストーリー

開催期間

キット販売場所

Lions オレンジリボン運動

こども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボン
を広めることで、こども虐待をなくすことを呼びかける
市民運動です。わたしたち一人ひとりが「子育てにや
さしい社会」を作ることが、こども虐待の防止につなが
ります。まずは、親子や子育てにやさしいまなざしを注ぎましょう。もし虐待
かなと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル『189』へご相談ください。

▶詳しくはWebサイトをご覧ください。

『SAVE THE HOPE ライオンズ 
オレンジリボン運動デー』を開催！

オレンジリボン運動とは

あの子、もしかしたら
虐待を受けているかも？

子育てが辛くてつい
こどもにあたってしまう

近くに子育てに
悩んでいる人がいる…

189
にお電話
ください

お近くの
児童相談所に
つながり

専門家が
対応

いたします

▼  こんな時はすぐお電話ください ▼

®
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