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※掲載内容は2021年10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 11月30日（火）消印有効

11月30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。
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今月の
クイズ

“［サステナ］ビリティアクション”
多数のご応募ありがとうございました。

10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

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 8ページをチェック

｛ 編集後記 ｝

Webサイトでも
公開中！

役立つ情報を、さまざまなツールで発信
駅で配布するフリーペーパーやWebサイト、アプリ、SNSなど、

幅広いツールを活用して情報発信をしています。

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

全  日
（12月30日～1月3日を除く）

9：00～17：00

.350

2021

“○○○線”

自転車といっしょに、電車に乗れる「サイクルトレイン」。
西武線で実施している路線は？

 幼少の頃、毎日のように乗っていた自転車。最近は乗る機会
も殆どなくなってしまいましたが、今号に掲載した「サイクルトレイン」に触発
され、近くの多摩湖へ紅葉狩りにサイクリングを計画しています！



1992年創刊の歴史ある企業広報誌。西武鉄道
の「安全・安心・快適」につながる取り組みのほ
か、沿線の見どころやイベント、グループ会社の情
報などをタイムリーに発信しています。

フリーペーパーは各駅のラックで配布しています。
西武鉄道Webサイトではバックナンバーも公開中！ 

フリー
ペーパー
で発信！

西武鉄道かわら版

「安全」「安心」「快適」の取り組みや
沿線のトピックを幅広くご紹介

お客さまに興味を持って読
んでいただけるよう、新しい
取り組みや施設のご紹介、
少々マニアックな鉄道情報
まで、毎回テーマや見せ方に
こだわってお届けしています。

季節の臨時電車やマナー
アップのお知らせ、連続立体
交差事業の進捗など、西武鉄
道の最新情報を中心に沿線
のあれこれをご紹介します。

季節ごとの見どころやイベン
ト情報、当社が運営する各
施設の最新情報など、沿線
の観光情報をお届けします。

鉄道以外にもホテル、ア
ミューズメント、不動産をは
じめ、事業内容が多岐にわ
たる西武グループ各企業の
取り組みをお知らせします。

応援してくださるファンの皆
さまに向けて、埼玉西武ライ
オンズの最新情報と試合日
程などを掲載しています。
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役立つ情報をさま　ざまなツールで発信
お客さまが知りたい情報や、役立つ情報を　　わかりやすくお届けすることを目指して。
西武鉄道ではフリーペーパーやWebサイト、　   アプリ、SNSなど、さまざまなツールを
活用して情報発信を行っています。

西武鉄道の情報発信!

Pick Up（特集ページ）

Check!

西武鉄道

N E W S

Lions  Newsライオンズ ニュース

おでかけ情報

沿線

西武ニュースのライターが沿
線の“ツウ”を目指して、街を
探訪するコーナー。知ってるよ
うで知らなかった街のディープ
な情報をお届けします♪

西武線沿線
街歩き達人への道 

Check!

毎月1日発行

どなたでも気軽に参加できるウォーキ
ングイベントを掲載しています。沿線
の新たな発見や感動を探しにおで
かけしませんか。

西武線の駅から行けるハイキング
コースやイベント情報をお届け！

ウォーキング＆ハイキング
季節ごとに発行

思わずシェアしたくなる楽しい情報が
いっぱいのおでかけ情報誌。西武線
沿線でできる「あんなコト」「こんなコト」
を西武ニュースならではの視点で
ご紹介します！

おでかけしたくなる
沿線情報をあれも、これも

西武ニュース remo
毎月1日発行
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愛称「Laview」に込めた想
いやエクステリア、インテリア
などをご紹介しています。
また360°Viewで車内を
見ることもできますので、
ぜひご覧ください。

Laview特設Webサイト
Check!

お子さま向けに電車の安全
な乗り方をご紹介している
ほか、ペーパークラフトや
ぬりえなど、学びながら
楽しめるコンテンツが盛り
だくさん！

西武鉄道キッズ
Check!

社員が熱意をリアルに語る“西
武鉄道社員がかなえたい「あれ
も、これも」ストーリー”や企業
PRポスター、ムービーなど、さま
ざまなコンテンツを公開中！

あれも、これも、かなう。西武鉄道
ブランドWebサイト

Check!

西武鉄道Webサイト

電車や駅の情報、おトクなきっぷ、イベント情報、ニュースリリース
など、幅広い情報を随時更新中。西武鉄道のさまざまな最新情報
を掲載していますので、ぜひチェックしてみてください！

西武線沿線に広がるさまざまなスポットを8つのジャンル・エリアに
分けて情報をお届けする、おでかけ沿線メディア。おでかけがもっと
楽しくなる情報を、随時公開していきます！

日々、幅広い情報をお届けする
西武鉄道のコーポレートサイト

“遊んで”“食べて”“自然に触れる”
西武線沿線地域の魅力を共有・発信！

西武鉄道情報マガジン
　　　　　　 GRUTTO PLUS

アクセスはこちら

Web
で発信！

アクセス
はこちら

「お店のコミュニティを知ることは、街を知ることにつながる」をテーマに
した、Hanakoとのタイアップメディア。お店や暮らすひとを知ることで、
西武線沿線の魅力や暮らしを想像してもらえるサイトになっています。

西武線沿線で出会った名店や
魅力的な店主をご紹介！

お店を構えた背景や、それぞれの
沿線での暮らし、お気に入りの
スポットなど、店主のライフスタイル
を丁寧に取材しています！

Ｈanako w/Seibu（ハナコ ウィズ セイブ）
わたしが出会ったお店と、その暮らし。

アクセス
はこちら

Check!

かわら版も
Webサイトで
公開中！

出会ったストーリー
Their stories

レジャー施設やグルメ、イベント
など、ライターが実際に現地を
訪れ、見て・食べて・体験して…
リアルな地域の魅力をたくさんの
写真とともにレポートしています！

Check!話題の
「タナカフルー

ツ」の

フルーツサン
ド

を実食♪

地域に根ざし、

夫婦で営む

「焼き菓子malco」

0403

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ



西武鉄道や西武線沿線のさまざま
な魅力をご紹介しています。

手のひらステーションをコンセプトに、通勤通学をはじめ、おで
かけの際に便利な情報をタイムリーに発信します。

知りたい情報にいつでも、どこでも SNSで西武線沿線の魅力や最新情報をお届け！

その他のTwitter公式アカウント

西武鉄道のSNS
　　　公式アカウントアプリ

で発信！

SNS
で発信！

❶運行情報がすぐわかる！
プッシュ通知で運行情報をお知
らせします。

❷最寄駅を「マイ駅」に登録！
「マイ駅」としてご自宅やお勤め先の
最寄駅などを10駅まで登録可能。

❸発車案内が見られます！
リアルタイムで電車の種別や行
先、発車時刻、車両形式が確認
できます。

❹列車位置情報をご案内！
列車の走行位置をリアルタイム
で確認でき、遅延している列車も
ひと目でわかります。

❺バスへのお乗り換えが
　スムーズ！
駅ロータリーから出発するバスの
発車時刻を確認できます。
※ロータリーがない駅は、徒歩圏内のバス
　停留所をご案内します。
※西武バスをはじめとした、すべての路線
　バスに対応しています。

❻おトクな情報も発信！
アプリ内でおトクなクーポンや楽
しいイベントも発信していきます。

❼駅周辺のグルメ情報も！
グルメをタップ
すると「ぐるな
び」から、指定
した駅周辺の
店舗情報が表
示されます！

西武鉄道
イベント情報
西武線沿線のイベント

情報や、おトクな企画乗車券などの
おでかけ情報をご紹介しています。

ホーム画面

駅からバス情報画面

グルメ画面

西武線アプリ

SNS公式アカウントでは、最新トピックやイベント・キャンペーン
情報、沿線風景など、さまざまな情報を発信しています。

機能のご紹介 あれも、これも、かなう。西武鉄道
Instagram

https://www.instagram.com/
aremokoremo_pj/
@aremokoremo_pj をフォロー

https://twitter.com/aremokoremo_SR/
@aremokoremo_SR をフォロー

https://twitter.com/seibu_event/
@seibu_event をフォロー

https://www.facebook.com/aremokoremo.pj.seiburailway/

Twitter、Facebookでも
発信していますのでご覧ください

西武鉄道 駅ナカ・
コンビニ「トモニー」
「トモニー」でいつも明
るく元気に働いている人気スタッフ
「トモニーくん」がお店や西武鉄道
グッズなどの情報をご案内！
https://twitter.com/seibu_tomony/
@seibu_tomony をフォロー

❼

❶

❷

❸

❹

❺

❻

Check!

Check!

Check!

Check!

Check!

Check!

タップ！
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サイクル
トレイン

西武バス

フリー
きっぷ

西武鉄道 N E W S ❶乗車券（定期券、回数券、フリー
きっぷなどを含む）だけでご利用い
ただけます。

❷サイクルトレイン乗車位置で待機
し、自転車をお持ち込みください。

レトロな硬券で、秋の秩父・長瀞へ
「SEIBU 1Day Pass + Nagatoro」

日本人の方に期間限定 発売中！
通常は訪日外国人の方限定で
販売している「SEIBU 1Day 
Pass + Nagatoro」が、11月
末までの期間限定で日本人の
方にも販売しています。今しか
購入できないおトクなきっぷ
を使って、名所巡りや紅葉狩り、秋グルメ＆スイーツなど、この時期
ならではの秩父・長瀞を満喫しませんか？

今年7月から実証実験を行っていた「西武多摩川線サイクルトレ
イン」。多くのお客さまよりいただいた「ぜひ本実施してほしい」
「利用できる時間帯を拡大してほしい」という声を受けて、10月から
ご利用時間を延長して本実施しています。ぜひご利用ください。

自転車といっしょに、電車に乗れる
「西武多摩川線サイクル
トレイン」本実施へ

購入方法 西武バス グリーンツアーWebサイトより
運 行 日 2021年11月6日（土）・13日（土）・20日（土）
※バスは事前予約制です。 ※社会情勢、天災、その他、安全に運行することができ
　ない場合は運行中止となる場合があります。

車内では地元ガイドによる見どころ案内も！

関東随一のパワースポットと
して知られる三峯神社。例年
11月上旬から中旬にかけて、
周囲の山々が鮮やかに色づく
紅葉スポットとしても人気で
す。西武バスでは秋の絶景を
楽しみながら、西武秩父駅
から三峯神社まで座って往復できるプレミアムバスを運行。Laview
とプレミアムバスで「贅沢に、ゆったりと」秩父の秋を
堪能しませんか？

長瀞の紅葉と川下り

西武鉄道 全線（多摩川線を除く）
秩父鉄道 三峰口～野上駅間
１日乗降自由

大人1枚  1,500円（税込）　小児1枚  750円（税込）

有効区間

ご利用時間

発売金額

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

　

平日▶9:00～17:00　土休日▶終日

ご利用方法

❶固定ベルトの片側
を外します。

❷サドル下またはハンド
ル付近に巻きつけます。

❸マジックテープで留
めます。

固定ベルトの取り付け方

実 施 区 間 多摩川線 全線 （多磨駅での乗降はできません）

※原動機付自転車やスタンドが付いていない自転車および長さ180㎝/幅45㎝（ハン
ドル幅は含みません）を超えるサイズの自転車は持ち込みできません。
※チャイルドシートなど、大きな籠が装着されており、ハンドルが切れない自転車は
ご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。

持込可能台数 お１人さま１台まで

　

❸スタンドを立て、固定ベルトを自
転車に巻きつけ、転倒しないように
支えてください。

❹停車してから固定ベルトを外
し、お降りください。

　

持込可能車両 武蔵境駅寄りの1号車

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

ゆったり座って、秩父の紅葉を楽しみませんか
『三峯神社行きプレミアムバス』販売中！

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

オンライン・
コンビニ決済で
販売中！
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中井～野方駅間 地下化通信
Lions 
News
ライオンズニュース

埼玉西武ライオンズ
インフォメーションセンター

0570-01-1950TEL.

10：00～18：00平 日

現在、新井薬師前駅部上り線ホーム裏（北側）では、地下躯体の
構築に向けた掘削工事を行っています。沼袋駅部所沢方では、
土留壁工事※１を行っています。また、野方方取付部※2では、線路
下を掘削するための作業構台設置工事を行っています。
※1　地盤の変形と地下水の流入を防止するための工事
※2　トンネル区間から地上部へつながる部分 

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。

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

●新井薬師前駅部 施工断面図（イメージ）

▶野方方取付部
　作業構台設置工事

上り線

▶新井薬師前駅部
　上り線ホーム裏
　掘削工事

▶沼袋駅部所沢方
　土留壁工事

上り線

ど  どめ へき

上
り
線

下
り
線

掘削工事

北
側

南
側

2021シーズン、ありがとう
ございました！2020シー
ズンに引き続き、コロナ禍
でのシーズンとなりました
が、ファンの皆さまにご
協力いただき、ともに闘う
ことができたシーズンとな
りました。特に栗山選手
の２０００安打達成という
大記録をファンの皆さまと祝うことができました！盛り上がりましたね！
1年間、たくさんのご青炎とたくさんの愛をありがとうございました！

2021シーズン終了！

今シーズンも応援ありがとうございました！

2022年埼玉西武ライオン
ズファンクラブの入会受付
がWebサイトにてスタート
しました! 入会記念品には
「選手とおそろいのグッズ
がほしい！」という多くの声
にお応えして制作した

「【マジェスティック】ショルダーバッグ」やおうち時間を彩る「クッション付き
テーブル」「どんぶり&レンゲセット」など選べる12種類をご用意しています。

選手とおそろいの入会特典も！

2022年ファンクラブ入会受付中！

せい えん

※イメージ

栗山選手

※ライオンズストアでの入会受付は2022年2月1日（火）より開始予定。

会員種別は5種類！それぞれの特典をご確認いただき、ぜひお申し込みください！

お得な「2022 DAZN年間視聴パス」が購入できます！
通常より実質最大で5,775円（税込）もおトクになるサービスです。

2022年4月30日までにご入会いただいた方限定！

選べる
入会記念品

新たな
ご入会
特典！

会員種別 ハイグレード レギュラーA レギュラーB レギュラーC ジュニア
入会記念品 2つ 1つ 1つ × 1つ
ファンブック ○ × × × ×

早期入会特典DVD 限定特別仕様 限定特別仕様 通常盤 通常盤 通常盤
ライオンズストア各店舗
「500円クーポン」 ○ ○ × × ×
内野指定席引換券 2022年は特典に含まれません -

チケット半額クーポン 2022年は特典に含まれません -

ご入会はこちら！
埼玉西武ライオンズオフィシャルWebサイト （パソコン／スマートフォンほか）

※各会員種別の詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
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