
  

  

 
 

      

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、10 月 17 日（土）・18 日（日）に西武園ゆ

うえんちにて、日本初（※）遊園地を貸し切りにして実施する、まったく新しいカラーイベント「SEIBU RAILWAY 

PRESENTS COLOR GO ROUND」を実施します。詳細は、以下および別紙のとおりです。 

（※2015 年 8 月「COLOR GO ROUND」事務局調べ。） 

■COLOR GO ROUND の詳細 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第 15-042 号
 2015 年 8 月 27 日

 

10 月 17 日(土)・18 日(日)「SEIBU RAILWAY PRESENTS COLOR GO ROUND」開催

西武園ゆうえんちを貸し切って、カラーリキッドやバブルを浴びながら楽しく走ろう！ 

※画像はイメージです。

◆世界から注目されるニューファッションアイコン「なつぅみ」さんが公式サポーターに就任！ 
 ・みんなが参加したい！と思う楽しいカラーイベントをプロデュース＆サポート。 

◆西武園ゆうえんち全体をランニングコースに！ゴール後は一部のアトラクションが乗り放題！ 
 ・カラーゾーン、バブルゾーンなど参加者の気分を盛り上げるコンテンツを園内各所に設置。 
◆本日から期間限定でお得な「早割チケット①」を発売。通常価格より 1,000 円安く購入可能！ 
 ・本日 8 月 27 日（木）18 時から枚数限定発売！通常 7,500 円→6,500 円で購入可能。（なくなり次第終了） 

◆“カラーイベントを電車内で！？”イベント電車の運転や、人気ＤＪの出演も続々公開予定！ 
 ・9 月以降配信のリリースで詳細な内容を公開予定！オフィシャル Twitter・Facebook で随時情報発信。 



【別紙】 

 

「SEIBU RAILWAY PRESENTS COLOR GO ROUND」について 

 

１.イベント名 

SEIBU RAILWAY PRESENTS COLOR GO ROUND 

 

２.イベント開催日・時間（予定） 

     10 月 17 日（土）・18 日（日）2日間 ※雨天決行 

◆開場・受付開始：9:00 

   ◆スタート時間：10:00～12:20  ※20 分ごとにスタート 

   ◆イベント終了：17:00（完全退場 18：00） 

    

３.開催場所 

西武園ゆうえんち 

多摩湖線・山口線 西武遊園地駅からお越しください。 

（受付ブースの最寄り駅は、西武遊園地駅になります。） 

 

◆ご来場に便利な 西武新宿発 急行西武遊園地行きのご案内（土曜・休日ダイヤ 3本運行） 

  西武新宿 高田馬場 鷺 ノ 宮 上石神井 田 無 小 平 西武遊園地 

① 9:45 9:48 9:56 10:00 10:05 10:11 10:22 

② 10:03 10:06 10:14 10:18 10:23 10:31 10:42 

③ 10:24 10:27 10:35 10:39 10:43 10:50 11:02 

※主な停車駅の発車時刻を記載しています。（西武遊園地のみ到着時刻） 

※当日はすべての駐車場を閉鎖します。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

 

４.イベント内容（予定） 

◆種  目：ランニング 

本来のランニングとは異なり、タイムを競うのではなく、「楽しみながら走る」こと

を目的としたランイベント。（本イベントでタイム計測はありません。）様々な“カラ

ー”や“バブル”を浴びて、参加者同士で盛り上がりながら、イベントをお楽しみく

ださい。 

◆コ ー ス：西武園ゆうえんち内 3～4km 程度 

◆参加資格：中学生以上の方 

◆募集人数：8000 名×2日間 合計 16,000 名 

◆参加特典：西武園ゆうえんちの一部のアトラクションが乗り放題でお楽しみいただけます。 

◆ステージ：人気 DJ 達が音楽やバブルで盛り上げます。 

◆スイーツ：人気スイーツ店が集結する「SWEETS FES.」を開催します。 

◆出 演 者：なつぅみ ほか。※9月上旬、追加出演者公開予定。 

◆参 加 賞：COLOR GO ROUND オリジナル Tシャツ 

※S・M・Lサイズを受付時にお選びいただき、お渡しします。 

※サイズのご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。 

 



 

５.チケット種類、料金 

◆早割チケット①：6,500 円（1,000 円お得！） 

・発売窓口：イープラス・チケットぴあ 

・発売期間：8月 27 日（木）18 時～枚数限定（なくなり次第終了） 

 

◆早割チケット②：6,800 円（700 円お得！） 

・発売窓口：イープラス・チケットぴあ・Tチケット 

・発売期間：9月 7日（月）10 時～枚数限定（なくなり次第終了） 

 

◆通常チケット：7,500 円 

・発売窓口：イープラス・チケットぴあ・Tチケット・CN プレイガイド・セブンチケット 

・発売期間：9月 17 日（木）10 時～枚数限定（なくなり次第終了） 

 

◆グループチケット（5名以上で購入可能）：6,800 円（700 円お得！） 

・発売窓口：イープラス・チケットぴあ・Tチケット 

・発売期間：9月 17 日（木）10 時～枚数限定（なくなり次第終了） 

 

◆イベント電車参加券の詳細は、9月以降配信のリリースで公開を予定しています。 

 

※価格は税込です。 

※参加料には、下記の料金が含まれます。 

①「SEIBU RAILWAY PRESENTS COLOR GO ROUND」参加料 

②西武園ゆうえんちアトラクション乗り放題権利（※一部のアトラクション） 

③施設入場者障害保険への加入代金 

④オリジナル Tシャツ（参加賞） 

※上記チケットの参加料には、イベント電車参加券は含まれません。 

※未成年の方は、保護者の方の同意を得てチケットをご購入ください。 

※発売状況に応じて、若干発売枚数の調整をする可能性がありますので、ご了承ください。 

    

６.チケット発売方法 

①イープラス（Web サイト・店舗） 

  ・Web サイト：http://eplus.jp/cgr/ 

  ・店舗：ファミリーマートおよび駅ナカ・コンビニ「TOMONY
ト モ ニ ー

」設置の Fami ポート 

  ※西武鉄道の駅ナカ・コンビニ「TOMONY
ト モ ニ ー

」のうち、10 店舗でも購入いただけます。 

トモニーの Fami ポート設置店舗は、下記 Web ページにてご確認ください。 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/life/shop/tomony/tomony-list/index.html 

 

②チケットぴあ 

  ・P コード：830-344 

   ・Web サイト：http://w.pia.jp/t/color-gr/ 

  ・電話：0570-02-9999（年中無休・24 時間受付） 

 

※T チケット・CN プレイガイド・セブンチケットの発売方法は、9月以降に公開予定です。 

※駅窓口での発売はございません。 



         

 

７.オフィシャル Web サイト・SNS 

・オフィシャル Web サイト：http://seibu-color.com 

   ・オフィシャル Twitter：http://twitter.com/seibu_color 

   ・オフィシャル Facebook：http://www.facebook.com/SeibuColor 

 

８.その他 

・チケットを購入された方は、上記 Web サイトに掲載している【注意事項ならびに同意事項】にご同 

意いただいたと判断させていただきます。 

 

９.西武園ゆうえんち臨時休園について 

・10 月 16 日（金）～19 日（月）の 4日間は、イベント開催および設営のため臨時休園となり、 

一般のお客さまはご入園いただけませんので、ご了承ください。 

 

10.主催 

西武鉄道 

 

11.協力 

西武園ゆうえんち 

 

◇お客さまのお問合せ先 

   「COLOR GO ROUND」事務局  ※メールのみで受付となります。 

    info@seibu-color.com 

 

西武鉄道お客さまセンター 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。 

［営業時間：平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］ 

 

以 上 

 

 


