
多彩な広告媒体をラインアップしています。

広告営業

屋外広告（BIGBOX高田馬場）

駅ばり（池袋ビッグボード）

デジタルサイネージ（池袋駅地下改札外）

車体広告

Smileビジョン

　駅の空間特性を生かした広告で「駅ばり」
「サインボード（看板）」「インパクトアド（特殊
広告）」「デジタルサイネージ（映像広告）」な
どがあり、多様でダイナミックな表現が可能
です。乗降の多い駅への集中的な掲出や、駅
全体のジャック広告など多種多様なPRがで
きます。

駅構内広告
接触率が高く、大きな費用対効果

　映画やＴＶドラマなどの撮影ポイントとして
駅や電車内をご利用いただき、有料で撮影に
協力する事業です。企業名や施設名が作品で
紹介されることにより、企業ＰＲや沿線のイ
メージアップにつながっています。

ロケーションサービス
鉄道施設を撮影場所として提供

　「中づり」や「まど上」「ステッカー」「Smile
ビジョン（車内映像媒体）」などがあります。
2017年からは、中づりをすべてSmileビジョン
にした車両も一部あります。また、「車体広告」や
中づりなどを1編成1広告主で統一した「広告貸
切電車」などの展開も可能です。

車両広告
直接購買に結びつきやすいメディア

　新たな発想によるスペースの有効活用や、購
買行動に直接結びつくような掲出アイデアの実
践を行っています。
BIGBOX高田馬場壁
面の屋外広告など、
レジャー施設の広告
営業も行っています。

特殊広告
新しいメディアだから注目率もアップ

　「トモニー」は、株式会社ファミリーマートと当
社が共同展開している当社線の駅ナカ・コンビ
ニです。立地条件に合わせて「ウォークイン、ス
テップイン、カウンター、オートマチック・スー
パー・デリス（自販機コンビニ）」型の4つのタイ
プがあり、おむすび・サンドイッチなどのコンビニ
定番商品に加え、公共料金の支払いなどサービ
ス機能も充実させ、60店を展開しています。
　2021年8月には、無人決済システムを導入し
た実用化店舗として「トモニー中井駅店」をリ
ニューアルオープンし
ました。同店舗は、当該
システムを導入した
ファミリーマートフラン
チャイズ店舗の第一号
店となります。

　トモニーでは、西武鉄道グッズを取り扱ってい
ます。当社の電車がデザインされた日用品や雑
貨など、おとなからお子さままで幅広い世代の
お客さまより好評をいただいています。さらに、
2021年3月より「西武鉄道オンラインショッ
プ」をオープンし、限定商品の取り扱いも行なっ
ています。

　PASMOにチャージされた金額は、鉄道やバス
以外に電子マネーとして決済に使用できます。小
銭不要なキャッシュレスは便利で安全。最近では、
駅ナカ、駅チカの店舗に留まらず街中の店舗でも
幅広くお使いいただけます。また、他の決済事業
者と協力しマルチマネー（クレジット・電子マネー・
QRコード）端末によるキャッシュレス決済促進を
進めており、自販機、券売機なども含め利便性向
上に努めています。
※PASMOは（株）パスモの登録商標です。

駅ナカ・コンビニ「トモニー」
コンビニ定番商品を品ぞろえ

　「Emio」は、駅をご利用になるお客さまや地域
の方々から親しみを持っていただけるよう「あな
たの暮らしにほほえみを」という思いを込めて、地
域に合わせたテーマを持って展開している駅ナ
カ・駅チカ商業施設です。エミオ練馬をはじめエミ
オ狭山市、エミオ石神
井公園など1８施設あ
り、駅と沿線の価値向
上に努めています。

駅ナカ・駅チカ商業施設「Emio（エミオ）」
駅構内の利便性向上のために

　沿線の子育て支援施設の充実を目的に、保育
所運営事業者と協力し「Nicot」の名称で駅の近
くに保育所を展開。2010年6月に東久留米駅直
結の第１号を開設
し、2021年4月に
所沢駅直結商業施
設内に12ヵ所目と
なるNicot所沢を
開設しました。

駅チカ保育所「Ｎｉｃｏｔ（にこっと）」
子育て支援施設の充実のために

西武鉄道グッズ
お客さまに好評の西武鉄道グッズ

電子マネー決済
電子マネー決済で簡単・便利・スピーディーに

鉄道会社ならではの商業開発で、お客さまの暮らしを豊かに。

駅ナカ・沿線内外のライフサポート

生活関連事業のご案内

中井駅店

エミオ石神井公園

Nicot 飯能

※2021年6月30日現在取り扱いグッズ（一例）

スーパー
ストレッチソックス

エコバッグ
40000系ダイヤ柄

※西武プロパティーズの運営

　  TOMY　　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

プラレール 
「S-19 西武鉄道001系
 Laview（ラビュー）」

※店舗によりサービスが一部異なります。
※2021年8月15日現在
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■ 西武フィットネス emifit 鷺ノ宮　　
【鷺ノ宮駅から徒歩約3分】
　「始めるあなたのための、やさしいフィットネ
ス」をコンセプトに掲げ、運動を始めたい人に利
用していただける設備・プログラムをご用意して
います。ランニングマシンやウエイトマシンのジ
ムエリア、そしてホッ
ト・常温を兼ね備えた
スタジオがあり、用途
に合わせて自由にご
利用いただけます。

■ 西武フィットネス emifit 東久留米
【東久留米駅ナカ】
　西武フィットネスクラブとして初となる24時
間営業の小型クラブ。フリーウエイトとファンク
ショナルエリアがある充実したジムエリア以外に
もスタジオとPC作業やおしゃべりもできるラウ
ンジを完備。ご自身の
ライフスタイルに合
わせてご利用いただ
けます。

■ ダイドードリンコアイスアリーナ　　　　　
【東伏見駅から徒歩約1分】
　広さ60ｍ×30ｍ、3,500人収容可能な観覧
席を有するアイススケートリンクです。一般に開
放されるほか、ア
イスホッケーや
フィギュアスケー
ト大会、スケート・
フィギュアスケー
ト教室も開催し
ています。

■ BIGBOX東大和
【東大和市駅前】
　インドアテニスコート・アイススケートリンクを
はじめ、ななかまど、宴会場、多目的ルーム、テレ
ワークスペース、屋内型キッズランド「あそびっ
ぐ」、ボウリング
場などスポーツ
とアミューズメ
ントが一 体と
なった複合施設
です。

■ 東大和スケートセンター　　　　　
【東大和市駅前】
　オールシーズン楽しめる広さ60ｍ×30ｍの室
内アイススケートリンクです。一般滑走、各種大
会、貸切り練習、
アイススケート
教室、イベントな
ど幅広くご利用
いただけます。

■ Spa & Sports EMINOWA
　 西武フィットネスクラブ 所沢
【所沢駅前】
　トレーニングジム・スタジオ・充実スパに、天然
岩盤のホットヨガスタジオ（女性専用）を完備。
ロッカーはスーツや
コートも楽々収納可
能なロングタイプ。会
社帰りでもお気軽に
ご利用いただけます。

■ 豊島園 庭の湯　　　　　　
【豊島園駅から徒歩約2分】
　緑に囲まれ、静かな時間が流れる「大人の湯
処」。天然温泉を利用した温浴ゾーンで露天風
呂や各種サウナを、水着で利用するバーデゾー
ンではバーデプールや屋外ジャグジーなどが楽
しめます。季節のメニューが楽しめるお食事処や
岩盤浴も人気。各種ご
宴会にもご利用いただ
けます。

■ 西武園競輪場　　　　　　　　　
【西武園駅から徒歩約１分】
　駅から徒歩約1分の好立地にあり、雨の日も
傘を差さずにご来場いただけます。観戦スタン
ドは屋根付きで、付帯施設にはゴール前の迫力
を間近で見ることのできる「特別観覧席」や、
ゆったりと観戦できる「ロイヤルルーム」、大画
面で521の観覧席を
有し多目的に使用でき
る「サイクルシアター」
など、充実の施設と
なっています。

■ 西武秩父駅前温泉  祭の湯
【西武秩父駅前】
　秩父名物の“祭”をコンセプトにした複合型温
泉施設。4つの露天風呂と高濃度人工炭酸泉を
はじめとする6つの内湯（男性内湯は5つ）が楽
しめる、豊富な種類が自慢の温泉エリアや、秩父
のおいしい名物が堪能できるフードコート「呑喰
処 祭の宴」、おみやげ
にぴったりの特産品が
そろう物販エリア「ち
ちぶみやげ市」など、
秩父の魅力がたっぷり
詰まっています。

■ 狭山スキー場
【西武球場前駅から徒歩約3分】
　全長300ｍ、幅30ｍの屋内型ゲレンデです。
人工造雪機の良質な雪でいつでも気軽にス
キー、スノーボードが滑走できます。2020年にリ
ニューアルオープンし、「スノーエスカレーター」や
「キッズゲレンデ」を新設しました。夏は「ゲレンデ
スライダー」などの
ウォーターフェスを開催
しており、年間を通して
お楽しみいただけます。

■ BIGBOX高田馬場
【高田馬場駅前】
　「快適＆リフレッシュ」をテーマにしたレジャー・
スポーツ施設です。館内は「グルメ」「アミューズ
メント」「スポー
ツ」「ショッピン
グ」と各フロアご
とにテーマを設
定し、展開して
います。

■ 上里レストランプリンス　　　　　　　　　
【関越自動車道 下り線 上里サービスエリア内】
　練馬から約75ｋｍ。上信越道分岐の手前にあ
り、ファーストブレイクに利用される上里サービ
スエリア（下り線）。地産地消にこだわった地産レ
ストラン「上里プリンス」をはじめ上里小麦を
100％使用した上里肉汁うどん、地元ブランド
豚「姫豚」を使用した
姫豚丼などのフードメ
ニューや、埼玉県を中
心とした関東近郊のお
みやげを多数取り揃え
ています。

■ 中国割烹旅館 掬水亭
【西武園ゆうえんち駅から徒歩約1分】
　森と湖に囲まれ、全室から多摩湖を一望
できる中国割烹旅館 掬水亭。四季折々の景
観を楽しみながら宿泊や会食にご利用いた
だけます。また、大浴
場「狭山の茶湯」は
日帰りでもご利用い
ただけます。

■ 西武ドームテニスコート
【西武球場前駅から徒歩約1分】
　メットライフドームに隣接、豊かな緑に囲まれ
たアウトドアクレーコート（4面）とインドア砂入り
人工芝コート（6面）があります。インドアテニス
スクールは天候に左
右されずスケジュー
ルも予定通り。貸用
具も備えています。

沿線の豊かな環境を生かした、魅力あふれる施設を展開しています。

沿線観光事業

　池袋・新宿から埼玉県南西部に延びる池袋線
と新宿線。変化に富んだ住環境・自然環境を生か
し、スポーツ施設、遊園地など多彩な事業を行っ
ており、沿線の発展・活性化に努めています。

主な観光事業施設紹介
沿線に広がる、楽しさいっぱいの施設
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です。

■ 東大和スケートセンター　　　　　
【東大和市駅前】
　オールシーズン楽しめる広さ60ｍ×30ｍの室
内アイススケートリンクです。一般滑走、各種大
会、貸切り練習、
アイススケート
教室、イベントな
ど幅広くご利用
いただけます。

■ Spa & Sports EMINOWA
　 西武フィットネスクラブ 所沢
【所沢駅前】
　トレーニングジム・スタジオ・充実スパに、天然
岩盤のホットヨガスタジオ（女性専用）を完備。
ロッカーはスーツや
コートも楽々収納可
能なロングタイプ。会
社帰りでもお気軽に
ご利用いただけます。

■ 豊島園 庭の湯　　　　　　
【豊島園駅から徒歩約2分】
　緑に囲まれ、静かな時間が流れる「大人の湯
処」。天然温泉を利用した温浴ゾーンで露天風
呂や各種サウナを、水着で利用するバーデゾー
ンではバーデプールや屋外ジャグジーなどが楽
しめます。季節のメニューが楽しめるお食事処や
岩盤浴も人気。各種ご
宴会にもご利用いただ
けます。

■ 西武園競輪場　　　　　　　　　
【西武園駅から徒歩約１分】
　駅から徒歩約1分の好立地にあり、雨の日も
傘を差さずにご来場いただけます。観戦スタン
ドは屋根付きで、付帯施設にはゴール前の迫力
を間近で見ることのできる「特別観覧席」や、
ゆったりと観戦できる「ロイヤルルーム」、大画
面で521の観覧席を
有し多目的に使用でき
る「サイクルシアター」
など、充実の施設と
なっています。

■ 西武秩父駅前温泉  祭の湯
【西武秩父駅前】
　秩父名物の“祭”をコンセプトにした複合型温
泉施設。4つの露天風呂と高濃度人工炭酸泉を
はじめとする6つの内湯（男性内湯は5つ）が楽
しめる、豊富な種類が自慢の温泉エリアや、秩父
のおいしい名物が堪能できるフードコート「呑喰
処 祭の宴」、おみやげ
にぴったりの特産品が
そろう物販エリア「ち
ちぶみやげ市」など、
秩父の魅力がたっぷり
詰まっています。

■ 狭山スキー場
【西武球場前駅から徒歩約3分】
　全長300ｍ、幅30ｍの屋内型ゲレンデです。
人工造雪機の良質な雪でいつでも気軽にス
キー、スノーボードが滑走できます。2020年にリ
ニューアルオープンし、「スノーエスカレーター」や
「キッズゲレンデ」を新設しました。夏は「ゲレンデ
スライダー」などの
ウォーターフェスを開催
しており、年間を通して
お楽しみいただけます。

■ BIGBOX高田馬場
【高田馬場駅前】
　「快適＆リフレッシュ」をテーマにしたレジャー・
スポーツ施設です。館内は「グルメ」「アミューズ
メント」「スポー
ツ」「ショッピン
グ」と各フロアご
とにテーマを設
定し、展開して
います。

■ 上里レストランプリンス　　　　　　　　　
【関越自動車道 下り線 上里サービスエリア内】
　練馬から約75ｋｍ。上信越道分岐の手前にあ
り、ファーストブレイクに利用される上里サービ
スエリア（下り線）。地産地消にこだわった地産レ
ストラン「上里プリンス」をはじめ上里小麦を
100％使用した上里肉汁うどん、地元ブランド
豚「姫豚」を使用した
姫豚丼などのフードメ
ニューや、埼玉県を中
心とした関東近郊のお
みやげを多数取り揃え
ています。

■ 中国割烹旅館 掬水亭
【西武園ゆうえんち駅から徒歩約1分】
　森と湖に囲まれ、全室から多摩湖を一望
できる中国割烹旅館 掬水亭。四季折々の景
観を楽しみながら宿泊や会食にご利用いた
だけます。また、大浴
場「狭山の茶湯」は
日帰りでもご利用い
ただけます。

■ 西武ドームテニスコート
【西武球場前駅から徒歩約1分】
　メットライフドームに隣接、豊かな緑に囲まれ
たアウトドアクレーコート（4面）とインドア砂入り
人工芝コート（6面）があります。インドアテニス
スクールは天候に左
右されずスケジュー
ルも予定通り。貸用
具も備えています。

沿線の豊かな環境を生かした、魅力あふれる施設を展開しています。

沿線観光事業

　池袋・新宿から埼玉県南西部に延びる池袋線
と新宿線。変化に富んだ住環境・自然環境を生か
し、スポーツ施設、遊園地など多彩な事業を行っ
ており、沿線の発展・活性化に努めています。

主な観光事業施設紹介
沿線に広がる、楽しさいっぱいの施設
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■主な分譲地

湘南鷹取台 神奈川県横須賀市 2,489戸 1969年 3月
金沢文庫 神奈川県横浜市 1,350戸 1969年 6月
鎌倉逗子ハイランド 神奈川県鎌倉市・逗子市 1,846戸 1970年 3月
マボリ・シーハイツ 神奈川県横須賀市 1,197戸 1973年 7月
八王子ニュータウン西武北野台 東京都八王子市 2,259戸 1976年 11月
西武狭山ニュータウン柏原 埼玉県狭山市 1,333戸 1980年 2月
所沢 松が丘 埼玉県所沢市 1,148戸 1981年 3月
西武吉井ニュータウン南陽台 群馬県多野郡吉井町 1,222戸 1981年 10月
西武ぶしニュータウン 埼玉県入間市 1,141戸 1983年 7月
西武飯能・日高分譲地 埼玉県飯能市・日高市 1,974戸 1988年 5月
南房総・御宿西武グリーンタウン 千葉県夷隅郡御宿町 1,515戸 1988年 7月
木更津ベイサイドヒル西武港南台 千葉県木更津市 2,000戸 1995年 11月
横須賀ニュータウン湘南池上 神奈川県横須賀市 463戸 2000年 10月
ハーモニーデイズ小手指SAKURAプレミアム 埼玉県所沢市 38戸 2008年 5月

※2021年7月31日現在
名　称 所在地 戸　数 分譲開始時期

■主なマンション

磯子プリンスハイツ 神奈川県横浜市 200戸 2000年 3月
ロワプレイス島津山＊ 東京都品川区 34戸 2003年 10月
HIBARI TOWER＊ 東京都西東京市 332戸 2007年 6月
エルシオ玉川上水 東京都立川市 183戸 2007年 9月
パークハウス ONE'S TOWER＊ 東京都東村山市 182戸 2007年 10月
Brillia L-sio 萩山＊ 東京都東村山市 184戸 2008年 7月
小手指タワーズ＊ 埼玉県所沢市 374戸 2010年 6月 
アンヴィーネ保谷 東京都西東京市 153戸 2019年 3月

＊はグループ外企業との共同事業

名　称 所在地 戸　数 分譲開始時期

■主な賃貸施設
商業施設

名　称 所在地 店舗数名　称 所在地 店舗数

名　称 所在地 規模

西武新宿ペペ
Brick St.
西武本川越ペペ
西武飯能ペペ
西武入間ペペ

グランエミオ所沢
エミオ池袋
エミオ桜台
エミオ練馬
エミオ中村橋

エミオ富士見台
エミオ練馬高野台
エミオ石神井公園
エミオ保谷
エミオひばりヶ丘
エミオ東久留米
エミオ秋津
エミオ武蔵関
エミオ田無
エミオ新所沢
エミオ狭山市
エミオ武蔵境

東京都新宿区
東京都新宿区
埼玉県川越市
埼玉県飯能市
埼玉県入間市
東京都新宿区
東京都練馬区
埼玉県所沢市
東京都豊島区
東京都練馬区
東京都練馬区
東京都練馬区

東京都練馬区
東京都練馬区
東京都練馬区
東京都西東京市
東京都西東京市
東京都東久留米市
東京都東村山市
東京都練馬区
東京都西東京市
埼玉県所沢市
埼玉県狭山市
東京都武蔵野市

40店舗
6店舗
56店舗
45店舗
41店舗
32店舗
26店舗
126店舗
10店舗
6店舗
12店舗
6店舗

8店舗
10店舗
29店舗
14店舗
13店舗
14店舗
10店舗
10店舗
15店舗
10店舗
19店舗
19店舗

賃貸ビル

新横浜スクエアビル
西武第二ビル
東長崎西武ビル
PMO日本橋二丁目
PMO秋葉原Ⅱ
芝公園2丁目ビル
ダイヤゲート池袋

神奈川県横浜市
埼玉県所沢市
東京都豊島区
東京都中央区
東京都千代田区
東京都港区
東京都豊島区

地下1階～地上18階
地下1階～地上8階

地上4階
地上10階
地上7階
地上8階

地下2階～地上18階

BIGBOX高田馬場
（エミオ-スタイル-他）
グランエミオ大泉学園
（他権利者との共有物件）

首都圏を中心に、大規模なまちづくりを進めてきました。

不動産事業（販売）
社有地を有効活用し、商業施設や賃貸ビル事業を展開しています。

不動産事業（賃貸）

不動産賃貸業
沿線の価値を高め、活性化させる事業を展開

不動産販売業
首都圏で大きな実績をあげてきた宅地開発事業

ダイヤゲート池袋エミオ石神井公園

　社会的使命の一環として、当社では大規模な
宅地開発を通じ、良質な住環境と住まいを供給
してきました。
　1925年、東京都国立市において351万㎡
に及ぶ宅地開発を行って以来、大泉学園町
168万㎡、小平学園町170万㎡、西鎌倉分譲
地75万㎡、七里ヶ浜分譲地67万㎡など、首都
圏において常に質の高いまちづくりを行い、
現在は沿線を中心に、大規模分譲地を展開して
いるほか、小規模な遊休社有地の造成、販売も
行っています。 南房総・御宿西武グリーンタウン

　なお2010年4月1日より、不動産販売業は、
西武プロパティーズと連携し事業を推進してい
ます。

鎌倉逗子ハイランド

西武飯能・日高分譲地

アンヴィーネ保谷

　社有地の有効活用と沿線価値の向上を図る
ため、当社では多様な賃貸物件を所有してい
ます。なお2010年4月1日より、不動産賃貸
業は、西武プロパティーズと連携し事業を推
進しています。
■ 商業施設・賃貸ビル
　沿線を中心に、PePeやBIGBOX、Emioなど
の商業施設、オフィスビルなどを展開してい
ます。2019年4月には、新規オフィスビル物件
として「ダイヤゲート池袋」を開業しました。
　このほか、グループ保有資産をより収益性の
高い資産に入れ替えていくため、アセット戦略
に基づき新たなオフィスビルの取得にも取り組
んでおり、2013年3月には、PMO日本橋二丁
目・PMO秋葉原Ⅱを、2015
年10月には、芝公園2丁目
ビルを取得しました。

■ 賃貸住宅「emilive（エミリブ）」
　「西武・駅チカ・良質生活」をコンセプトに
2013年1月に「エミリブ下落合」、2014年9月
に「エミリブ池袋」、2017年2月に「エミリブ石
神井公園」、2018年3月に「エミリブ鷺ノ宮」、
2019年6月に「エミリブ東長崎」が完成。駅チカ
の利便性と高いセキュリティー機能を併せ持つ、
エリアトップクラスの良質賃貸住宅を順次展開
していきます。
■ 駐輪場
　当社では、駅周辺の放置自転車の一掃を目
指し、39駅周辺の社有地をグループ会社であ
る西武プロパティーズなどの駐輪場運営会社
へ賃貸しています。※2021年6月30日現在
■ クローゼット
　線路高架下用地をクロー
ゼット事業者へ賃貸。便利
な収納スペースとして、近
隣の多くのお客さまにご
利用いただいています。

※2021年7月31日現在
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■主な分譲地

湘南鷹取台 神奈川県横須賀市 2,489戸 1969年 3月
金沢文庫 神奈川県横浜市 1,350戸 1969年 6月
鎌倉逗子ハイランド 神奈川県鎌倉市・逗子市 1,846戸 1970年 3月
マボリ・シーハイツ 神奈川県横須賀市 1,197戸 1973年 7月
八王子ニュータウン西武北野台 東京都八王子市 2,259戸 1976年 11月
西武狭山ニュータウン柏原 埼玉県狭山市 1,333戸 1980年 2月
所沢 松が丘 埼玉県所沢市 1,148戸 1981年 3月
西武吉井ニュータウン南陽台 群馬県多野郡吉井町 1,222戸 1981年 10月
西武ぶしニュータウン 埼玉県入間市 1,141戸 1983年 7月
西武飯能・日高分譲地 埼玉県飯能市・日高市 1,974戸 1988年 5月
南房総・御宿西武グリーンタウン 千葉県夷隅郡御宿町 1,515戸 1988年 7月
木更津ベイサイドヒル西武港南台 千葉県木更津市 2,000戸 1995年 11月
横須賀ニュータウン湘南池上 神奈川県横須賀市 463戸 2000年 10月
ハーモニーデイズ小手指SAKURAプレミアム 埼玉県所沢市 38戸 2008年 5月

※2021年7月31日現在
名　称 所在地 戸　数 分譲開始時期

■主なマンション

磯子プリンスハイツ 神奈川県横浜市 200戸 2000年 3月
ロワプレイス島津山＊ 東京都品川区 34戸 2003年 10月
HIBARI TOWER＊ 東京都西東京市 332戸 2007年 6月
エルシオ玉川上水 東京都立川市 183戸 2007年 9月
パークハウス ONE'S TOWER＊ 東京都東村山市 182戸 2007年 10月
Brillia L-sio 萩山＊ 東京都東村山市 184戸 2008年 7月
小手指タワーズ＊ 埼玉県所沢市 374戸 2010年 6月 
アンヴィーネ保谷 東京都西東京市 153戸 2019年 3月

＊はグループ外企業との共同事業

名　称 所在地 戸　数 分譲開始時期

■主な賃貸施設
商業施設

名　称 所在地 店舗数名　称 所在地 店舗数

名　称 所在地 規模

西武新宿ペペ
Brick St.
西武本川越ペペ
西武飯能ペペ
西武入間ペペ

グランエミオ所沢
エミオ池袋
エミオ桜台
エミオ練馬
エミオ中村橋

エミオ富士見台
エミオ練馬高野台
エミオ石神井公園
エミオ保谷
エミオひばりヶ丘
エミオ東久留米
エミオ秋津
エミオ武蔵関
エミオ田無
エミオ新所沢
エミオ狭山市
エミオ武蔵境

東京都新宿区
東京都新宿区
埼玉県川越市
埼玉県飯能市
埼玉県入間市
東京都新宿区
東京都練馬区
埼玉県所沢市
東京都豊島区
東京都練馬区
東京都練馬区
東京都練馬区

東京都練馬区
東京都練馬区
東京都練馬区
東京都西東京市
東京都西東京市
東京都東久留米市
東京都東村山市
東京都練馬区
東京都西東京市
埼玉県所沢市
埼玉県狭山市
東京都武蔵野市

40店舗
6店舗
56店舗
45店舗
41店舗
32店舗
26店舗
126店舗
10店舗
6店舗
12店舗
6店舗

8店舗
10店舗
29店舗
14店舗
13店舗
14店舗
10店舗
10店舗
15店舗
10店舗
19店舗
19店舗

賃貸ビル

新横浜スクエアビル
西武第二ビル
東長崎西武ビル
PMO日本橋二丁目
PMO秋葉原Ⅱ
芝公園2丁目ビル
ダイヤゲート池袋

神奈川県横浜市
埼玉県所沢市
東京都豊島区
東京都中央区
東京都千代田区
東京都港区
東京都豊島区

地下1階～地上18階
地下1階～地上8階

地上4階
地上10階
地上7階
地上8階

地下2階～地上18階

BIGBOX高田馬場
（エミオ-スタイル-他）
グランエミオ大泉学園
（他権利者との共有物件）

首都圏を中心に、大規模なまちづくりを進めてきました。

不動産事業（販売）
社有地を有効活用し、商業施設や賃貸ビル事業を展開しています。

不動産事業（賃貸）

不動産賃貸業
沿線の価値を高め、活性化させる事業を展開

不動産販売業
首都圏で大きな実績をあげてきた宅地開発事業

ダイヤゲート池袋エミオ石神井公園

　社会的使命の一環として、当社では大規模な
宅地開発を通じ、良質な住環境と住まいを供給
してきました。
　1925年、東京都国立市において351万㎡
に及ぶ宅地開発を行って以来、大泉学園町
168万㎡、小平学園町170万㎡、西鎌倉分譲
地75万㎡、七里ヶ浜分譲地67万㎡など、首都
圏において常に質の高いまちづくりを行い、
現在は沿線を中心に、大規模分譲地を展開して
いるほか、小規模な遊休社有地の造成、販売も
行っています。 南房総・御宿西武グリーンタウン

　なお2010年4月1日より、不動産販売業は、
西武プロパティーズと連携し事業を推進してい
ます。

鎌倉逗子ハイランド

西武飯能・日高分譲地

アンヴィーネ保谷

　社有地の有効活用と沿線価値の向上を図る
ため、当社では多様な賃貸物件を所有してい
ます。なお2010年4月1日より、不動産賃貸
業は、西武プロパティーズと連携し事業を推
進しています。
■ 商業施設・賃貸ビル
　沿線を中心に、PePeやBIGBOX、Emioなど
の商業施設、オフィスビルなどを展開してい
ます。2019年4月には、新規オフィスビル物件
として「ダイヤゲート池袋」を開業しました。
　このほか、グループ保有資産をより収益性の
高い資産に入れ替えていくため、アセット戦略
に基づき新たなオフィスビルの取得にも取り組
んでおり、2013年3月には、PMO日本橋二丁
目・PMO秋葉原Ⅱを、2015
年10月には、芝公園2丁目
ビルを取得しました。

■ 賃貸住宅「emilive（エミリブ）」
　「西武・駅チカ・良質生活」をコンセプトに
2013年1月に「エミリブ下落合」、2014年9月
に「エミリブ池袋」、2017年2月に「エミリブ石
神井公園」、2018年3月に「エミリブ鷺ノ宮」、
2019年6月に「エミリブ東長崎」が完成。駅チカ
の利便性と高いセキュリティー機能を併せ持つ、
エリアトップクラスの良質賃貸住宅を順次展開
していきます。
■ 駐輪場
　当社では、駅周辺の放置自転車の一掃を目
指し、39駅周辺の社有地をグループ会社であ
る西武プロパティーズなどの駐輪場運営会社
へ賃貸しています。※2021年6月30日現在
■ クローゼット
　線路高架下用地をクロー
ゼット事業者へ賃貸。便利
な収納スペースとして、近
隣の多くのお客さまにご
利用いただいています。

※2021年7月31日現在
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