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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 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

多数のご応募ありがとうございました。

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

｛ 編集後記 ｝

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

Webサイトでも
公開中！

1月31日（月）

7ページをチェック

“ミッドナイト○○○○○○”

池袋駅東口（西武高速バスのりば）から深夜１：００に
出発する、西武バスの深夜急行バスの名称は？

“［無人決済］システム”12月号のクイズの答え

開運！ 沿線の富士山ビューポイント
謹賀新年。今年一年が明るい年になることを願い
沿線の富士山ビュースポットをご紹介します。

 今号で富士山撮影にチャレンジ！ところが、晴天でも富士山には雲
がかかっていることが多く、撮影はてんてこまい。鮮明に撮影できたときの感動はひと
しおでした！２０２２年“富士山パワー”で皆さまにとって良い一年になりますように♪

1月31日（月）消印有効
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2022



新年明けましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの影響を受ける中、当社は昨年も安全・安心を最優先 に、さまざまな取り組みを推進してまいりました。
一昨年より車内や駅構内の換気・消毒などの感染予防対策を徹底してい るほか、昨今の車内傷害事件を受けた粗暴犯対応・
非常時避難訓練など、関係機関と連携しながら、お客さまが安全に、そして 安心してご乗車いただける環境を整えてまいりました。
また、さまざまなイベントの開催や記念乗車券の発売のほか、レストラン電 車「52席の至福」の特別運行を実施するなど、
コロナ禍でのお出かけの機会の創出にも努めてまいりました。さらには、特 急列車による農産物の輸送、
100%自社の太陽光発電を使用した山口線（レオライナー）の運行、多摩川 線「サイクルトレイン」の開始など、
サステナビリティアクションを意識した新たな取り組みにも、積極的にチャレ ンジしております。
本年も先行き不透明な事業環境が見込まれますが、引き続き経営改革を 断行していくとともに、
ニューノーマルに合わせたサービス変革に挑戦し、コロナショックを乗り越 えてまいります。
そして、「最良・最強の生活応援企業グループ」の実現を目指し、地域・社会 の皆さまと共に歩み、事業を進めてまいります。
本年も引き続き、お引き立て賜りますようお願い申しあげます。

新年おめでとうございます！
今年が皆さまにとって良い年になることを願って、
沿線の富士山ビューポイントとともに、
有名＆穴場のパワースポットをご紹介します富士山ビューポ イント

沿線から見える
開運！

車窓から見える富士山

新宿線 西武柳沢～田無駅間

西武柳沢駅を出発して2つ
目の踏切を越え、高架橋付
近から左斜め前方に富士山
が見えます。冬の早朝または
夕方がオススメです。

田無駅方面に向かって
左側車窓から

Nic
e view！

池袋線 富士見台～練馬高野台駅間

富士見台駅を出発後、しば
らくビルやマンションなどが
続きます。線路が直線にな
り、練馬高野台駅付近で、左
側の車窓から富士山を眺
めることができます。

練馬高野台駅方面に
向かって左側車窓から

Nic
e view！

田無神社

沿線パワースポット  その1

新宿線 田無駅より
徒歩約6分

石神井城落城の際「当主が代々伝わ
る金銀財宝を沈めた」という伝説が
残る三宝寺池。池の南側池畔には、
厳島神社、穴弁天、水神社が並んで
おり、四季それぞれに美しい姿を見せ
てくれます。

石神井公園 三宝寺池

沿線パワースポット  その2

池袋線 石神井公園駅より
徒歩約15分

こちらもオススメ！

さんぽうじいけ

2022年も「安全・安心」を最優先に、「ほ  ほえみと元気」を提供してまいります。

13世紀、鎌倉時代に創建された田
無神社。五行思想に基づいて祀られ
た五龍神は「方位除け」として広く
知られ、多くの芸能人やスポーツ選
手が参拝しています。

2022年 元旦
西武鉄道株式会社
代表取締役社長

喜多村 樹美男
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駅から見える富士山

池袋線 東久留米駅

西口ロータリーから真っすぐ
西に伸びる「まろにえ富士見
通り」の先に富士山が眺望
できます。ここから見られる
「ダイヤモンド富士」は、冬至
の時期の風物詩として親し
まれています。

駅コンコースから

メットライフドームと並んだ
富士山を眺められるとって
おきの場所。タイミングが良
ければ、メットライフドーム・
富士山・電車を同時に撮影
することもできます。

跨線橋から

電車とともに富士山を撮影
できる人気スポット。太陽
が昇ってから時間が経つご
とに空が霞むため、空気の
澄んでいる冬の早朝がオス
スメです。

新宿線 南大塚駅
自由通路から

「国営昭和記念公園」砂川口
の最寄り駅である武蔵砂川
駅。西武立川寄りのホーム上
から澄んだ空気に映える富士
山を眺めることができます。

拝島線 武蔵砂川駅
上りホームから

落合川上流「南沢緑地保全地域」の
湧水地に鎮座し、古来より湧水守護神
として奉斎されています。一帯は、都内
で唯一「落合川と南沢湧水群」として
平成の名水百選に選定されています。

南沢氷川神社

沿線パワースポット  その3

池袋線 東久留米駅より
徒歩約15分

1629年に創建され、医薬・健康・知恵の
神が祀られています。安産祈願、子授けの
守り神として崇められる立川水天宮のほ
か、境内社には多くの神社が合祀され、
パワースポットとして人気を集めています。

阿豆佐味天神社・立川水天宮

沿線パワースポット  その6

拝島線 武蔵砂川駅より
徒歩約17分

Nic
e view！

狭山線 下山口駅
Nic
e view！

Nic
e view！

冬至の前後の時期に、
沈む夕日が富士山頂にかかって
ダイヤモンドのように輝く光景を
見られることがあります！

縁結びの神様として知られる大己貴命、
そのご家族である2組の夫婦を含む5柱
の神様が祀られ、「夫婦円満・縁結びの
神様」として信仰されています。

川越氷川神社

沿線パワースポット  その5

鯛の尾っぽの部分におみくじが入った「鯛みくじ」。
年の初めに良い運気を釣り上げてみては。

新宿線 本川越駅よりバス「川越氷川神社」下車すぐ　
または「喜多町」下車徒歩約5分

身に降りかかる災い
を託して奉納する
「身がわり寅」

こちらもオススメ！

開拓民の祈願所として創建された真言
宗の寺院。境内の毘沙門堂には、武田信
玄の守り本尊であったと伝えられる黄金
の毘沙門天が祀られています。毎年5月
1日には、毘沙門様の使いである寅に願
いを請う「寅まつり」も開催されます。

多聞院毘沙門堂

沿線パワースポット  その4

新宿線 航空公園駅東口よりバス
 「多聞院通り西」下車 徒歩約5分

たもんいんびしゃもんどう

あずさみてんじんしゃ

Nic
e view！
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標高約119mの荒幡富士
頂上からはスカイツリー、メット
ライフドーム、富士見天望塔
なども眺めることができます。
写真はふもとに広がる西武
園ゴルフ場、左奥の建物は
中国割烹旅館 掬水亭です。

荒幡富士
荒幡富士頂上から

荒幡富士とは？

狭山線 下山口駅より
徒歩約13分

周辺SPOTから見える富士山

西武園ゆうえんち
富士見天望塔から

人の手によって造られた標高約
119mの富士山で、ふもとには浅間神
社があります。地元の村民たちが協力
して、明治17年（1884年）から15年
の歳月をかけて完成させました。

Nic
e view！

多摩湖畔の新緑や紅葉の美し
さを堪能するスポットとしても
有名な「見晴らしの丘」。晴れ
渡った冬の早朝には、太陽の
光を受けて徐々に色が変わっ
ていく富士山を楽しめます。

多摩湖
見晴らしの丘から

Nic
e view！

Nic
e view！

大善院は、大地と自然のパワーを感じら
れる天台宗寺院です。霊峰富士の溶岩石
で造られた築山の上には、不動明王三十
六童子が鎮座しています。

大善院

沿線パワースポット  その7

新宿線 東村山駅より
徒歩約6分

西武秩父線 西武秩父駅より
バス 「三峯神社」下車すぐ

こちらもオススメ！

山口線 西武園ゆうえんち駅
下車すぐ

多摩湖線 多摩湖駅より
徒歩約4分

境内には恋愛のパワー
スポットと人気を集める
ハートマークも

日本神話の英雄・日本武尊が創祀
したと伝わる三峯神社。仕事運や
勝負運のご利益が特に強いとされ、
多くの人が訪れます。

三峯神社

富士山からパワーをチャージして、
幸多い一年をお過ごしください。

本年も西武鉄道をよろしくお願いいたします。

秩父は関東有数のパワースポット！

秩父鉄道 和銅黒谷駅より 
徒歩約15分

708年、当地から採掘された銅が
朝廷に献上され、これを機に年号が
和銅と改元されました。現在、聖神社
や遺跡周辺は金運のパワースポット
として親しまれています。

和銅遺跡

みつみねじんじゃ

日本最古の流通
貨幣「和同開珎」
のモニュメントも！

西武園
ゆうえんちの
ランドマーク！

地上80mの高さから360
度回転し、広大な景色を
一望できる富士見天望塔。
この高さから見る富士山も
また格別です。

 所要時間 約5分
 対象年齢  ０歳よりご乗車
  いただけます
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臨時
停車

マルシェ西武鉄道 N E W S

西武バス

あ
し
が
く
ぼ
の
氷
柱

新型コロナウイルス感染症の
影響で苦境に陥っていた農業
生産者と、外出自粛により観光
などの遠出がしにくい消費者。
そんな分断されていた両者を
結んだ特急ラビューの「農産物
輸送」プロジェクトについて、
担当者の想いを紹介します。

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〉
「地域の魅力を再発見！ 

人と人を結ぶ農産物輸送」を公開中！

採れたてのシャインマスカットや栗などを特急ラビュー
で直送する。このアイデアはどこから生まれたのか？
西武鉄道社員が考える観光の未来とは！？

…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▶　

日　　時 1月22日（土） 10：00～15：00
会　　場 石神井公園駅　中央口改札前
販売予定 野菜・フルーツ・惣菜・お酒・スイーツ など

※新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。

厳選された西武線沿線の
おいしさを、いつでもお楽しみ
いただけます。

沿線産の食材などを通じて西武線の魅力を再発見！

石神井公園駅前で
「SEIBU Green Marché」開催

グリーン マルシェ

Laviewに乗って、冬の秩父へ！！
今年も一部の特急が芦ヶ久保駅に
臨時停車します！

幻想的な「あしがくぼの氷柱」
や、「いちご狩り」を楽しめる
冬の秩父旅へ。お出かけには
期間限定でおトクな「秩父市
応援 秩父漫遊きっぷ」をぜひ
ご利用ください。

西武線沿線産の農産物や加工
品などが集まる「SEIBU Green 
Marché」を約2年ぶりに開催し
ます。生産者とのコミュニケーショ
ンを楽しみながら、西武線沿線
のおいしさに出会いませんか。

▶運転時刻・特急料金などの詳細は、Webサイト「臨時電車のお知らせ」をご覧ください。

期　間　1月8日（土）～2月23日（水・祝）の土休日

池袋発 西武秩父行き　　　下り6本
西武秩父発 池袋行き　　　上り6本臨時停車

▶氷柱のライトアップ・イベントなどの詳細はWebサイトをご覧ください。

オンラインマルシェ 1月7日（金）開設！オンラインマルシェ 1月7日（金）開設！

※写真は過去のものです。

特急電車

購 入 方 法  高速バス予約サイト「発車オーライネット」
予約開始日 ご乗車日の1ヵ月前
※事前予約による完全座席指定制となります。スマートフォンで
　ご予約・ご決済（クレジットカード・ｄ払い）のうえ、ご乗車ください。

深夜1:00の池袋駅。西武
バスの深夜急行バスが
リニューアル！「Midnight 
S-tarmine（ミッドナイト
スターマイン）」と名前を
変えて運行再開しました！

池袋駅東口（西武高速バスのりば）を出発し、主に大泉学園駅、
ひばりヶ丘駅、所沢駅を経由し、小手指駅まで運行します。また、
スマートフォンでの事前予約による座席指定で目的地まで、ゆったり
座って行けます！「仕事を頑張りすぎた…」「つい、遅くまで飲み
すぎた…」そんな時はぜひご利用ください。

終電車を逃してしまった…そんなときは！！
「Midnight S-tarmine（深夜急行バス）」運行中！！

期  間 1月8日（土）～2月23日（水・祝）
時  間  月～金・土休日（日中）  9：00～16：00（完全退場16:45）
  ライトアップ 1月 17:00～20：00（最終入場19：30）
  ※2月の入場開始時間は18:00から
入場料 400円（中学生以上）
  ライトアップ 500円（中学生以上） 300円（小学生以上）
※期間中の土休日17:00～19:00までの入場は事前予約制となります。
　19:00以降は、予約なしで入場可能となります。
※天候や氷の状況により、予告なく期間変更や閉鎖する
　場合がありますので、お出かけの前にご確認ください。

運行会社：西武バス株式会社

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

過去の開催時の様子

※画像はイメージです

▶詳細はWebサイトをご覧ください。
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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 日東村山駅付近 高架化通信

r e p o r t 松坂大輔投手の引退特設
サイトが公開中です。高校
野球での春夏連覇から
始まり、強烈なプロ野球
デビューから昨年10月に
行われた最終登板、引退
セレモニーまでを振り返
ることができるサイトとなっています。たくさんの豪華な仲間からの
メッセージ動画なども掲載しています。

昨年12月10日（金）、新入団選手発表会が開催
され、ドラフト会議で指名された若獅子たちが
一堂に会しました！4球団が1位指名し、飯田
球団本部長が交渉権を引き当てた隅田知一郎選手
（右写真）をはじめとする計10名の選手たちが来季からライオンズの
一員となり、ともに戦います！そんな選手たちを発掘したスカウトの方々
へのインタビューを今年は新しい取り組みとして実施！
ぜひご確認いただき、新しい仲間たちに熱い応援をお願い
いたします♪

フレッシュな１０選手が登場！

新入団選手発表会が実施されました！新入団選手発表会が実施されました！

豪華なメンバーからのメッセージなども！

松坂大輔投手引退特設サイト公開中！

▶2021ドラフト新入団選手紹介サイトはこちら！

▶松坂大輔投手引退特設サイトはこちら！ 

「粗暴犯対応・避難誘導訓練」を実施しました！

昨今の列車内における傷害事件の発生を踏まえ、12月1日（水）
所沢駅構内で所沢警察署合同、秋草学園短期大学協力の
もと、粗暴犯対応およびお客さまの避難誘導訓練などを実施
しました。

さすまた使用訓練の様子 避難誘導訓練の様子

現在の工事の進捗状況をお知らせします。

東村山駅 所沢方
高架橋構築状況

新宿線 東村山第１号踏切道付近
高架橋構築状況

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。

●駅部では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・所沢方では、高架橋の基礎工事を
進めています。国分寺線では、仮線路切替工事が完了し、在来線
の鉄道施設の撤去工事および工事ヤード整備を進めています。
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。
【駅部】

新宿線 高架橋基礎杭施工状況 国分寺線 仮線路切替完了状況

【駅中間部】

所沢方

小川方

所沢方

東村山方

東村山方

東村山方

仮国分寺線 旧国分寺線

引退セレモニーの様子

1／31（月）
まで
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