
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。

あて先

uestion
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！

2月28日（月）

1～6ページをチェック

“ミッドナイト［スターマイン］”1月号のクイズの答え

3月12日（土） ダイヤ改正
生活様式の変化を踏まえダイヤ全体を見直し、
乗り換えの利便性や速達性の向上を図ります。

2月28日（月）消印有効

“最速○○分”

ダイヤ改正により、池袋線の急行は池袋→所沢駅
間、最速何分で運転されるようになるでしょうか？

 今号の表紙はあしがくぼの氷柱！地元のボランティアの方が上流
の沢水を散水することで、できあがります。今年は、冷え込みが厳しく“最高の
出来”と言われていますので、Laviewに乗って見に行く日が今から楽しみです♪

発 行 日  2022年2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・Pick Upページイラスト　小野塚 綾子
2022.1.40TM

※掲載内容は2022年1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。
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お客さまの生活様式の変化を踏まえ
ご利用状況に応じた
ダイヤへ変更

特急・急　行がさらに
スピーデ　ィーに！

接続の改善により
乗り換えがスムーズに！

★今回のダイヤ改正では、初電車の繰り下げ、終電車の繰り上げ、お　よび特急電車・有料座席指定列車の運行本数の変更はありません。

池袋　 所沢駅間　 を最速２１分で運転

平日朝ラッシュ時　の西武新宿駅
までの所要時間　を最大3分短縮

池袋線 急行

新宿線 特急

運転本数の変更
運転時刻の変更
一部電車の運転取りやめ
発着駅や種別の変更

飯能駅で一部の特急から
西武秩父方面への乗り換えを改善
西武球場前駅での
狭山線と山口線の接続を改善
山口線の一部で接続を改善

Point Point Point

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 東京メトロ有楽町線・副都心線と直通運転する
　快速急行（Ｆライナーを含む）の発着駅を変更

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 各駅停車の編成を変更

東京メトロ有楽町線直通電車を
１時間あたり上り下り２本ずつ

狭山線を１時間あたり上り下り１本ずつ

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 飯能駅の乗り換えを便利に

池袋駅を発車する優等電車を４本

小竹向原駅を発車する各駅停車を３本

飯能～西武秩父駅間を上り下り２本ずつ

◆ 

　池袋駅の乗車ホームを統一

◆ 西武球場前駅での狭山線と山口線の
　接続を改善

●各駅停車（豊島園行き） ２番ホーム
●各駅停車（豊島園行き以外） ３番ホーム
●優等電車 ５番ホーム

●特急「むさし４９号」から西武秩父行き終電車への乗り換え
●特急「むさ し５１号」から吾野行き終電車への乗り換え
橋を渡らずにお乗り換えができるようになります

飯能～西武秩父駅間の各駅停車をすべて４両編成に変更

飯能駅発着　　小手指駅発着へ変更

飯能駅発 快速急行 池袋行きを１本7時台

１１時～１７時頃

１0時～１6時頃

１2時～１5時台

１1時～１5時台

21時以降

18時以降

◆ 運転時刻の変更

一般電車平  日

◆ 　　　　
　池袋　 所沢駅間を最速２１分で運転

１1時～１5時台・池袋駅発の急行

夕 

夜

池袋線関係 池袋線・西武秩父線・西武　 有楽町線・豊島線・狭山線

昼

朝

特急電車・有料座席指定列車（S-TRAIN）

昼

改正の主なポイント

※優等電車：急行・快速・準急などのこと

3月12日（土） ダイ  ヤ改正
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◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 始発駅の変更・延長

本川越駅発 通勤急行 西武新宿行きを１本

西武新宿駅に到着する各駅停車を２本

●狭山市駅始発の上り各駅停車２本を
　本川越駅始発1本と新所沢駅始発1本に変更
●多摩湖線萩山駅始発の国分寺行き２本を
　多摩湖駅始発に延長

◆ 行先の変更
多摩湖駅始発の各駅停車西武新宿行きの２本を
国分寺行きに変更

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 飯能駅の乗り換えを便利に

池袋駅を発車する優等電車を3本

◆ 

　池袋駅の乗車ホームを統一
●各駅停車（豊島園行き） ２番ホーム
●各駅停車（豊島園行き以外） ３番ホーム
●優等電車 ５番ホーム

●特急「むさし４９号」から
　 西武秩父行き終電車への乗り換え
橋を渡らずにお乗り換えができる
ようになります

◆ 列車種別・運転区間の変更
西武秩父駅発 快速急行 池袋行きを各駅停車 飯能行き
（飯能駅で急行池袋行きに接続）に変更

平  日

◆ 運転時刻の変更
◆ 

　西武新宿駅までの所要時間の短縮（最大3分）

◆ 東京メトロ副都心線と直通運転する一部の
　快速急行（Fライナー）の発着駅を変更

◆ 　　　　
　池袋　 所沢駅間を最速２１分で運転

◆ 一部電車の運転を取りやめ
東京メトロ有楽町線直通電車を１時間あたり上り下り２本ずつ
狭山線を上り２本、下り１本

◆ 西武球場前駅での狭山線と山口線の接続を改善

小竹向原駅を発車する下りの着駅
小手指駅を発車する上りの発駅

6時～9時台・西武新宿駅到着の特急電車

１１時～１７時頃

１0時台・11時台

１1時～１4時台・池袋駅発の急行

7時台

8時台・9時台

１２時～１５時頃

１２時～１５時頃

１２時～１５時頃

19時以降

◆ 国分寺線と西武園線の直通運転を取りやめ

西武新宿駅を発車する優等電車を3本、
各駅停車を１本

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 新宿線の急行の
　所要時間を短縮（最大5分）

◆ 多摩湖線を増発し、国分寺～萩山駅間は
　すべて１０分間隔で運転

新宿線の優等電車と各駅停車を
それぞれ１時間あたり上り下り１本ずつ
拝島線（小平～玉川上水駅間）を
１時間あたり上り下り１本ずつ
国分寺線を１時間あたり上り下り１本ずつ

◆ 　　　　
　西武新宿駅までの所要時間の短縮（最大3分）

池袋線関係

新宿線関係 新宿線・拝島線・多摩湖線　・国分寺線・西武園線

昼

朝

夕 

夜

夕 

夜

昼

一般電車土休日

一般電車平  日

１1時～１3時台

21時以降

11時以降

12時以降

特急電車・有料座席指定列車（拝島ライナー）
7時台・8時台・西武新宿駅到着の優等電車

朝

昼

飯能駅発着　　小手指駅発着へ変更

※優等電車：急行・快速・準急などのこと 0403
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所沢駅ふれあい通り線道路新設工事の影響により、
西武新宿～西武球場前駅間の臨時電車は運転を
休止します。

新宿線関係

多摩川線を除く西武線の定期電車
の混雑情報を「西武線アプリ」で
発信。停車駅間別に5段階で推計
したデータを確認できます。

ダイヤ改正後の各駅時刻表は、
３月上旬頃、Webサイトにて公開予定です。

詳細は決まり次第お知らせします。

その他

「列車情報」画面イメージ

「凡例」画面イメージ

山口線（レオライナー）

狭山線および多摩湖線のダイヤ改正にあわせ、
運転本数と運転時刻を変更し、
一部で接続を改善します。

多摩川線
ダイヤ改正はありません。

混雑緩和に向けた取り組み
より安心して快適にご利用いただくために

西武線アプリ
列車別混雑情報

座席に座れる程度です
ゆったり立てる程度です
すこし混み合っています
肩がふれあう程度です
かなり混み合っています

17時～19時台

22時以降

◆ 一部電車の運転を
　取りやめ

◆ 一部電車の運転を取りやめ

◆ 多摩湖線を増発し、国分寺～萩山駅間は
　すべて１０分間隔で運転

◆ 国分寺線と西武園線の
　直通運転を取りやめ

西武新宿駅発 快速急行 本川越行きを１本

◆ 一部電車の運転を取りやめ
西武新宿駅を発車する各駅停車を
１時間あたり２本

◆ 多摩湖線の発着駅を変更、
　所要時間を一部短縮

◆ 多摩湖線国分寺行き終電車の繰り下げ
これまでの多摩湖駅発萩山行き終電車を
国分寺駅まで延長します。これにより、
各駅からの国分寺駅までの終電車が繰り下がります。
●多摩湖駅・武蔵大和駅・八坂駅で２０分程度繰り下げ
●萩山駅・青梅街道駅・一橋学園駅で１０分程度繰り下げ

国分寺駅発着・多摩湖駅発着に変更し、
所要時間を一部短縮

7時台

一般電車土休日

混雑状況が
アイコンで
分かる！

Point

  ご利用方法
西武線アプリの「電車に乗る」画面、また
は「列車走行位置」画面で混雑情報
を確認したい列車
をタップ。

※特急電車・有料座席指定列車を除く

夕 

夜

朝

昼

3月12日（土）スタート！

西武新宿駅に到着する
優等電車を１本、各駅停車を２本

終
電
車

※優等電車：急行・快速・準急などのこと

10時台

※
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おでかけ情報

沿線

information
西 武 グ ル ー プ

▶チケットの詳細は
　回遊軽井沢Webサイト
　をご覧ください。

愉快爽快！漫談ライド

対象アトラクション
富士見天望塔、回転空中ブランコ、
オクトパス・アドベンチャー、バイキング

おせっかいが過ぎる夕日の丘商店街
の住人が、商店街を飛び出し、アトラク
ション乗車中もあなたを漫談口上で
おもてなし！抱腹絶倒間違いなしの
漫談ライド、いざ開演！

秩父の新しい冬の風物詩「星空ツリーと
ちちぶの竹あかり」が開催中です。シャン
パンゴールドに輝く西武秩父駅前のシン
ボルツリーをメインに、駅から「西武秩父
駅前温泉 祭の湯」に向かう小路には手作
りの竹あかりが設置され、ゆったりとした
癒やしの空間が広がります。ぜひ大切な人
と訪れてみてください。

西武園ゆうえんち全体を舞台
に、壮大な謎解きに挑戦できる
「夕日の丘怪盗奇譚」が期間
限定で開催中！探偵となって
園内に散らばったヒントをもと
に、さまざまな謎を解明していく
体験ができるのは今だけです！
また期間中は、商店街の人情
味あふれる住人たちが各種ア
トラクションとコラボする「愉快
爽快！漫談ライド」も実施中！
ぜひ遊びに来てください♪

神出鬼没、怪人二十面相からの挑戦状！

体験型謎解きアトラクション
「夕日の丘怪盗奇譚」開催中！

STORY「夕日の丘商店街」萬屋
雑貨店の店主のもとに、父が残したお宝
を狙う怪人二十面相からの挑戦状が！探
偵となったあなたは、難解な謎や暗号で
隠された商店街のお宝を見つけ出すこ
とができるのか!?

謎解きを盛り上げる探偵帽と虫めがねで、
物語の主人公になりきろう！

謎解きキット 80園 （せいぶえん）
※西武園ゆうえんちへの入場に、別途1日レヂャー切符が必要です。
販 売 場 所 萬屋雑貨店

価　格　探偵帽 250園　虫めがね 120園

秩父の冬の夜を幻想的に彩る
「星空ツリーとちちぶの竹あかり」点灯中！

軽井沢の旅と滞在を、もっと自由に。
地域・観光型MaaS「回遊軽井沢」スタート！
スマホひとつで軽井沢観光がもっと便利に、
もっとおトクになる「回遊軽井沢」を使って、
冬の軽井沢を楽しみませんか？

デザインされた竹に穴を
開けあかりを灯す「竹あかり」は、秩父
エリアの竹を用いて、埼玉県立小鹿野
高等学校の生徒たちと「官・民・学」
のコラボにより制作されたものです。

竹あかりプロジェクト

▶詳細はWebサイトをご覧ください。

購入方法 回遊軽井沢Webサイト
発売期間 3月31日（木）まで

オンデマンド交通
「よぶのる軽井沢」予約・決済
運行エリア内を、1人1回300円で利用できる乗合交通サービス。

PointPoint
11

交通電子チケット 購入・利用
軽井沢フリーパス、碓氷線（バス）電子チケット、軽井沢草津パスが利用可能。

PointPoint
22

エキトマチケット 購入・利用
飲食・おみやげ・観光施設などで使える電子チケット。おトクな特典も！

PointPoint
33

会員
登録

行きたい
スポットを検索

電子チケットを
購入・利用

軽井沢町初！

3／31（木）
まで

夕日の丘怪盗奇譚

なりきりグッズも販売中！

西武ホールディングス

謎解きキット

気分は 
少年探偵団！

▶アトラクションの詳細はWebサイトをご覧ください。

2／28（月）
まで

星空ツリー
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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

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。

1号車
側面

埼玉西武ライオンズ 3・4月試合日程

三代目L-trainのデザインが一新！
2022シーズンの活躍が期待される選手たちが勢ぞろい！

西武線ご利用の皆さまおなじみの
「L-train」のデザインが一新されました！
新しいデザインは2022シーズン、悲願
の日本一に向けてライオンズで戦う現役
選手20名。昨シーズン飛躍した若手
選手からライオンズの顔とも言えるベテ
ラン選手まで魅力ある選手たちがデザ
インされた新しい「L-train」に乗車して
球場に遊びに来てください！

オープン戦
ホームゲーム

※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。

ベルーナドームでの
公式戦ホームゲーム

2022年のライオンズ主催ゲームのチケット販売がいよいよスタート！
開幕戦のチケットは2月18日（金）販売開始！シーズンを通した販売
スケジュールも発表されています♪また、チケットサイトも今季から
リニューアル！新しくなった「ライオンズチケット」を、ぜひチェックして
いただき、球場でライオンズの応援をお願いします！

※「西武ドーム」は2022年3月1日から、
　球場名を「ベルーナドーム」に変更いたします。

2022年チケット販売概要発表！
2月18日（金）より販売スタート!

チケットサイトがさらに使いやすくリニューアル！

栗山巧選手 中村 剛也選手
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スローガンは『Change UP！』
2022シーズンのチームスローガンが決定！

「Change UP！」には
“大きく変化をつける”
という意味があります。
このスローガンには、
チームが辻監督のもと
獅子奮迅のごとく、過去
のことが霞んで見えなく
なるくらいにギアを一気
に入れ替え、優勝へ駈け
あがってほしいという
意味を込めました。このスローガンをもとに、共に戦い、そして日本一
という頂の景色を見ましょう！2022シーズンも熱い応援をよろしく
お願いします！

辻監督

未定

チケット販売の
詳細はこちら！

球場での
熱い応援を
お願いします！

球場での
熱い応援を
お願いします！

09 10

ラ
イ
オ
ン
ズ
ニ
ュ
ー
ス

ラ
イ
オ
ン
ズ
ニ
ュ
ー
ス

©SEIBU Lions


