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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 8月31日（火）消印有効

8月31日（火）

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

“［夕日］の丘商店街”
多数のご応募ありがとうございました。

7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
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 ｝

9：00～17：00

Webサイトでも
公開中！

夏を楽しもう！沿線おでかけガイド
ゆうえんちも、アクティビティも、大自然も。

夏休みを満喫できる、沿線の人気スポットをご紹介します。

運行情報プッシュ通知
列車位置情報などリアルタイム配信

“「大○祭り」と「大○合戦」”

西武園ゆうえんちで9月５日まで毎日開催する、
史上最大級の夏のイベントは？

 先日開催した「かわら版ギャラリー」で、皆さまと直接お話しすることが
でき、本当にうれしかったです。今号では、皆さまからのご要望が多くあった「おでかけ
情報」を掲載しています。ぜひ、かわら版を参考に楽しい夏休みをお過ごしください。
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ド迫力のニッポン  の夏を叫ぼう。
西武園ゆうえんち史上最大　級の夏イベント開催中！

「心あたたまる幸福感に包まれる世界」に生まれ変わった、新しい西　  武園ゆうえんち。リニューアル後、初となる夏イベント
を史上最大のスケールで開催中！熱気と活気に巻き込まれ続ける、　  ド迫力の「ニッポンの夏」をお楽しみください！

長い待ち列に並ぶことなく、「西武園のりもの特急券専用入
口」からスムーズにアトラクションにご乗車いただける「西武
園のりもの特急券」を販売中です。ぜひご利用ください。

波のプールエリアを舞台に繰り広げられる「大水合戦」は、四方八
方を水が飛び交う合戦の中で、お客さま一人ひとりが主役になれる
参加型イベント！大小13台のウォーターキャノンから高 と々上がる
巨大な水柱、炎が巻き上がる圧巻の火柱も必見です！

水上の参加型エンターテイメントショー
だい　みず     がっ　 せん

1人でチャレンジしても、みんなでシェア
しても楽しい“でか桶盛り”が話題の
「海浜食堂」、踊り子が鳴子を鳴らし
ながら呼び込みをする「ビーチキッチン」、
お祭り気分を一層高める「屋台村」が
OPEN！プールで遊んでおなかがすい
たら、エリア限定のグルメをどうぞ。

ゴジラをテーマにした花火演出が登場！ プールエリアに3つの飲食ブースが新設！

お客さまが安心してご来園いただけるよう、東日本遊園地　　協会の「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド
ライン」に基づいた感染予防対策を実施しています。

大水合戦

9月5日（日）
まで

毎日開催！

夜空を埋め尽くすド迫力の花火ショー

この夏、「ゴジラ・ザ・ライド」を飛
び出し、世界初のゴジラをテーマ
にした花火が西武園ゆうえんち
に登場！「大火祭り」が最高潮に
盛り上がるタイミングで、園内に
ゴジラの大咆哮が響き渡り、会場
の雰囲気が一変します！

だい　  ひ     まつ

大火祭り

衛生への配慮・対策

ゴジラ・ザ・ライド特急券 ▶1,000円
大回転！急流すべり台特急券 ▶500円
のりもの特急券セット ▶2,000円

大人気アトラクションの待ち時間を短縮！　   魔法のきっぷ大人気アトラクションの待ち時間を短縮！　   魔法のきっぷ 営業時間や料金
など詳しくは公式
Webサイトをご覧
ください。

夏を楽しもう！沿線おでかけガイド ❶

0.03秒単位で音楽とシンクロする濃密な花火ショーは、園内全体が
鑑賞エリア。もはや花火を「観る」のではなく、「花火の中心にいる」と
感じられるほどの距離感で炸裂する花火はド迫力！縦横無尽に舞い
踊るエンターテイナーのダンスや音楽とともにお楽しみください♪

※画像はイメージです。
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奥秩父・荒川渓谷の大自然を舞台に、
時速30kmで空中滑走する「キャニオン
フライ」や、日本初の渓谷特大
ブランコ「キャニオンスイング」
で夏のスリル体験を！

いよいよ夏本番！夏を満喫できる人気スポットを
エリア別でご紹介します。
楽しい夏休みをお過ごしください。

秩父ミューズパーク内にあるアスレチック施設。滑車を使って谷を
渡るジップスライドをはじめ、全部で30種のアクティビティが楽し
めます♪

フォレストアドベンチャー・秩父
スリル満点のジップスライドが人気！

長瀞カヌーテ

西武線沿線の夏を満喫しよう！
限定デザイン
「西武線1日フリーきっぷ」

日本初の重力系アクティビティパーク

秩父・長瀞エリア

夏を楽しもう！沿線おでかけガイド ❷

秩父ジオグラビティパーク

雄大な自然の中で、カヌー体験

ゆったりと、大自然を水上さんぽ♪

暑い夏に、秩父・長瀞の大
自然を満喫できるカヌー
体験はいかがですか？
川波がほとんどない玉淀
湖では、初心者でも安心し
てカヌーに挑戦できます。

Grandex 長瀞ベース

長瀞の景色をガイドしてもらいながら、のんびりと川を下るリバー
ＳＵＰ体験。大自然と一体になれる、優雅なひとときをお過ごしく
ださい。

星空を眺めて宇宙を感じてみよう！
秩父ミューズパーク

大望遠鏡を使って、夏の
星座や木星、土星、月など
を見るイベントを日没から
2時間開催！「星空博士」
が星座や神話を分かりや
すく解説します。ご家族で
夏の星空を眺めにでかけ
ませんか。

エリア別 おすすめスポット 西武線全線（多摩川線除く）が1日乗り降り
自由になるおトクなきっぷでたくさんの思い出
を作りませんか？

▶発売駅や購入制限など詳しくは
　Webサイトをご覧ください。

発売金額　おとな1枚 1,500円（税込）

デザインは
全4種類！

夏休み期間だけの
特別イベント！

レジャーレジャー

レジャーレジャー

レジャーレジャー

レジャーレジャー

自然自然

※イメージ

8月31日
（火）までの
毎週土曜日

©2021「妖怪大戦争」ガーディアンズ

西武秩父駅

秩父鉄道 波久礼駅

秩父鉄道 野上駅

秩父鉄道 三峰口駅

西武秩父駅
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手軽にグランピングを楽しもう♪
ノーラ名栗

名栗エリアにフィンランド
式のアウトドアサウナや
グランピング、北欧風の
バーベキューを楽しめる
スポットが誕生！大自然
の中でリフレッシュする一
日をどうぞ。

「縁むすびの神様」とし
て広く知られる氷川神
社で「縁むすび風鈴」
が開催中。色とりどり
の江戸風鈴が、涼やか
な音色を奏でる夏の風
物詩です。

フィンランド語で森を表すメッツァは、北欧のライフスタイルを体験で
きる「メッツァビレッジ」と、ムーミンの物語をテーマにした「ムーミン
バレーパーク」からなる屋外複合施設です。

北欧ブランド雑貨などのショップも、北
欧メニューを堪能できるカフェも、自然
を活かした水上アクティビティも。思い
思いに北欧のライフスタイルをお楽しみ
ください。

森と、湖と、アンブレラと。
緑豊かな木々を背景に約800本のカラ
フルなアンブレラが広がる「森と、湖と、アン
ブレラと。」を開催中！

SUMMER ART FESTIVAL
ムーミン谷に雲海が出現！「ムーミン屋敷」前に置
かれた「飛行おにの魔法の帽子」からミストが出
てくる「ミスト オブ マジックハット」など、夏の暑さ
を吹き飛ばすアートなしかけがあちこちに登場♪

メッツァ

北欧時間が流れる
人気テーマパーク
北欧時間が流れる
人気テーマパーク

森と湖に囲まれて、ゆったりとした時間を森と湖に囲まれて、ゆったりとした時間を

飯能エリア

川越エリア

体験体験

自然自然

EVENT

宮沢湖畔の豊かな自然に囲まれて、
ムーミンの物語を追体験できる人気
スポット。「ムーミン屋敷」などのアトラ
クションを楽しんだり、カフェでゆったり
したり、癒しのひとときをお過ごしくだ
さい。

ムーミン一家と仲間たちに出会えるムーミン一家と仲間たちに出会える

EVENT

夏風で揺らめく「縁むすび風鈴」
氷川神社

歴史歴史

「初めてだけど、馬に
乗ってみたい！」という
方に向けて、気軽に参
加できる乗馬体験を実
施中！夏休みに新しい
チャレンジをしてみませ
んか？

入間川のほとりで、乗馬体験
アリスの牧場

2,000個の
江戸風鈴
が映えます

レジャーレジャー

8月29日
（日）まで

8月29日
（日）まで 9月5日

（日）まで

メッツァビレッジ 無料エリア

ムーミンバレーパーク有料エリア

“遊んで”“食べて”“自然に触れる”

西武鉄道をもっと身近に！
西武線沿線地域の魅力を共有・発信する情報サイト。
ぐるっとプラスをチェックして、魅力あふれる西武線沿線
地域におでかけください♪

エリア別 おすすめスポット

本川越駅

南大塚駅

飯能駅

飯能駅
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結果
発表

「西武・電車フェスタ2021 in 武蔵丘車両検修場」で、イラストレー
ター・小野塚綾子氏による「西武鉄道かわら版」表紙イラスト原画
ギャラリーを開催しました。多くのお客さまにご来場いただき、電車
が描かれた10枚の表紙イラストの中から好きな
イラストにシールを貼って投票いただきました。

約100億円かけての大規模プロジェ
クトとなった、「西武園ゆうえんち」
リニューアル。オープンまでには、
さまざまなドラマがありました。
Vol.10では、担当者ならではの
想いや裏話をお届けします。

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〉
「“古き良き時代”を再現！西武園

ゆうえんちのリニューアル」を公開中！

「今回の西武園ゆうえんちリニューアルオープンはある
意味“原点回帰”だと思います」そう語るのはプロジェクト
リーダーの竹田さん。その真意とは！？

…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▶　

西武鉄道 N E W S

6月5日（土）西武・電車フェスタ2021で開催された
「西武鉄道かわら版ギャラリー」

表紙イラスト人気投票 結果発表！

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

中井～野方駅間 地下化通信

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。

新井薬師前駅部 掘削工事 沼袋駅部 工事桁架設工事

現在、新井薬師前駅部上りホーム裏では、地下躯体の構築に
向けた掘削工事を行っています。沼袋駅部では、工事桁※1架設
工事を行っています。また、野方方取付部※2では、土留壁工事※3

完了箇所より、掘削工事を行っています。
※1　線路下を掘削するために、現在の線路を受ける桁
※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

野方方取付部 掘削工事 沼袋駅部 施工断面図（イメージ）

南側 北側

軌道仮受杭

工事桁 土
留
壁

土
留
壁

中
間
杭

上りホーム

上り線

上り線

土留壁

119票
2021年
2月号

投票数
604票！

雪の中を力強く走る
レッドアロークラシック

ブルーリボン賞を受賞して
ニッコリ笑顔のLaview1

初代
レッドアロー3

2

114票
2020年
7・8月号

105票
2019年
10月号

埼玉県飯能市を楽しめるモバイルチケットが
パワーアップして再登場！①メッツァの北欧満喫
コース、②生活の木薬香草園・③宮沢湖温泉
喜楽里別邸のリフレッシュコース、④自然を満喫
できる名栗コースの4コースにバス往復乗車券
と飯能市をもっと楽しめるお得なクーポンをご用
意。コース×クーポンで楽しみ方は無限大！あな
たにぴったりの楽しみ方を見つけに、スマホ片手
に素敵な一日を飯能で過ごしてみませんか？

購入方法 ジョルダン「乗換案内」アプリ
発売期間 2022年3月末まで（予定）
※一部チケットは8月下旬より発売予定です。

旅行企画・実施：ジョルダン（観光庁長官登録旅行業第1678号）
協　力：イーグルバス株式会社・国際興業株式会社・西武バス株式会社
　　　  飯能市・（一社）奥むさし飯能観光協会

▶チケットの詳細は
　Webサイトまで。

information
西 武 グ ル ー プ

西武バス

飯能市をお得に便利にとことん満喫しよう！
『Meets！ HANNO Pass２』 販売中！
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西
武
鉄
道
あ
れ
こ
れ
ニ
ュ
ー
ス



●配布日程 8月13日（金）・15日(日)
 東北楽天ゴールデンイーグルス戦
●配布サイズ 「S」「L」の2サイズ
　※各サイズともに在庫数が無くなり次第、残りのサイズのみの配布となりますのでご了承ください。
●配布対象 当日のチケットをお持ちで来場された方全員にチケット1枚にグッズ1つ
　※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。
　※“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。

エコ黒土で芽が出る野菜たねダンゴ作りや、「飯能・西武の森」の
間伐材を使用したオリジナルコースター作りなど、お子さまの夏
休みの自由研究にもぴったり！

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 8・9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

千葉ロッテ

ZOZO
マリン

ZOZO
マリン

ZOZO
マリン

30

17：45

17：00 17：0017：45

17：00 17：0017：45

8 AUGUST
mon tue wed thu fri sat sun

福岡ソフトバンク
17：45

福岡ソフトバンク
17：45

福岡ソフトバンク

千葉ロッテ千葉ロッテ

ZOZO
マリン

千葉ロッテ

北海道日本ハム
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北海道日本ハム 北海道日本ハム

オリックス

京セラD
大阪

オリックス

京セラD
大阪

オリックス

京セラD
大阪

楽　天 楽　天 楽　天

ライオンズ夏の大型イベントシリーズを2年ぶりに開催します！今年の
テーマは“SDGs -Sustainable Development Goals（持続可能な
開発目標）”！イベント期間中、毎年話題となるのが、選手たちが着用
する期間限定ユニフォーム。今年はライオンのたてがみに、選手たちの
多様な個性を「SDGs」の色などでカラフルに表現した「彩虹（さいこう）
ユニフォーム」を制作しました。
さらに、SDGsについて啓発活動を積極的に行う吉本興業（株）所属の
お笑い芸人の皆さんによる漫才などの楽しいイベントや、西武グループ
がSDGs実現のために取り組む活動などを体験できるワークショップ
イベントも実施します。ぜひ、今年の夏はメットライフドームで「SDGs」に
ついて楽しく学びながら、ライオンズへ熱い青炎を送ってください！
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「ライオンズフェスティバルズ2021」
8月29日（日）まで開催！

今年のテーマは「SDGs」！
彩虹ユニフォーム（非売品）配布！1

お笑い芸人の皆さんが来場し、SDGsイベントを実施

西武造園と連携した環境活動を学べるワークショップイベント

2

3

▶彩虹ユニフォーム来場者配布とユニフォーム付きチケットの詳細はこちら。

※画像は
イメージです。

▶ワークショップイベント詳細はこちら。
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