
 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、より多くのお客さまに西武

線沿線をお楽しみいただくため、新たな視点でイノベーションに挑戦し、積極的にイベントを実施

しております。 

運輸部スマイル＆スマイル室が中心となり、お客さまに新たな感動を提供する「攻め」の姿勢で、

さまざまな「旬」のイベントを企画しております。 

11月 6日（金）・28日（土）には、秩父・三峯神社で絶景の雲海鑑賞を目指す「ヱビスビール〈缶〉

4 種類飲み比べ放題夜行特急ツアー」を開催します。池袋〜西武秩父駅間で臨時夜行特急を運行し、

三峯神社からの雲海鑑賞を目指します。夜行特急の車内では、サッポロビール株式会社のご協力で、

ヱビスビール（缶ビール）4種類が飲み比べられます。 

また、11 月 14 日（土）・15 日（日）には「ちちぶ映画祭 2015」を開催します。3回目となる今年

は秩父エリアの紅葉が見ごろを迎える時期に開催し、秩父の美しい自然とハイクオリティーな映画を

お楽しみいただけます。 

今年度実施し、お客さまにご好評いただいたイベントとあわせて、今後開催するイベントを別紙の

とおりまとめ、ご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

第 15-062 号 

 2015 年 11 月 4 日 

西武鉄道は新たな視点でイノベーションに「挑戦」を続けてまいります！ 

～お客さまに新たな「感動」をお届けするため、さまざまなイベントを実施しております～ 

「ちちぶ映画祭 2015」ポスター ヱビスビール〈缶〉4種類飲み比べ放題 夜行特急ツアー（イメージ） 

三峯神社から望む雲海 



【別紙】 

Ⅰ．沿線施設を活用した取り組み 

１．SEIBU RAILWAY Presents Slide the City in SEIBU PRINCE DOME   実施済み 

8 月 15 日（土）・16 日（日）に西武プリンスドームにて、この夏話題

となった「Slide theCity」が「泡パ」を初めてコラボレーションさせた史

上初のフェス型イベント「SEIBU RAILWAY Presents Slide the City in 

SEIBU PRINCE DOME」を開催しました。ドーム内から助走してドーム

外のロングスライダーにダイビングしたり、「泡フォトゾーン」で泡まみ

れになって記念撮影を楽しんだりするなど、会場内は思いっきり夏を楽し

む方々の笑顔で包まれました。（6 月 4 日（木）リリース） 

 

２．SEIBU RAILWAY PRESENTS  COLOR GO ROUND   実施済み 

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するカラーイベント「 SEIBU RAILWAY 

PRESENTS COLOR GO ROUND」を開催しました。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とファッションプロデュー

サー&人気 DJ の植野有砂さんを公式サポーターとして招いたほか、人気

DJ も多く出演しました。タイムを競うのではなく、カラーリキッドやバ

ブルを浴びて園内を楽しみながら走る参加者で盛り上がりました。 

（※2015 年 8 月「COLOR GO ROUND」事務局調べ。） 

（8 月 27 日（木）、9 月 7 日（月）リリース） 

 

 

Ⅱ．電車や駅を活用した取り組み 

１．SEIBU RAILWAY PRESENTS ageHa TRAIN   実施済み 

6 月 5 日（金）・6 日（土）に国内最大級のクラブイベント ageHa@STUDIO 

COAST とのコラボレーションによる「SEIBU RAILWAY PRESENTS 

ageHa TRAIN」を運行しました。このイベント列車は、日本初の EDM ト

レイン（※）として、DJ ブースやスピーカー、特別な照明などを電車内に

設置して、DJ とダンサーによるパフォーマンスを実施しました。通勤電

車がクラブさながらに変貌を遂げた、非日常の興奮をお届けしました。 

（※2015 年 4 月 17 日現在、「ageHa TRAIN」事務局調べ。） 

（4 月 20 日（月）リリース） 
 

２．生ビール飲み放題「ヱビスビール特急」   実施済み 

8 月 25 日（火）・27 日（木）に、サッポロビール株式会社の協力で「ヱ

ビスビール特急」を池袋線・新宿線で運行しました。当日は特急レッドア

ロー号車内に特設のバーカウンターと生ビールサーバーを設置し、会社勤

めの方が帰宅される時間帯に合わせて運行しました。当日は西武プリンス

ドームで活躍するヱビスガールが同乗し、冷房の効いた車内でビールやお

食事を楽しみながら優雅なひとときを満喫いただきました。 

（6 月 11 日（木）リリース） 

 

 

 

 

 

 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/06/04/20150604slidethecity.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/08/27/20150827color_event.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10/14/20150907yuuenchi.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/04/20/20150420edmtrain.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/06/11/20150611yebisubeer_1.pdf


３．ミステリービアトレイン 2015   実施済み 

昨年 9 月 26 日（金）・27 日（土）に初開催し、ご好評をいただいた「ミ

ステリービアトレイン」を本年は 10 月 1 日（木）〜4 日（日）の 4 日間

で開催。普段ご乗車いただいている通勤型車両 2000 系を“居酒屋風トレ

イン”に仕立て、行先をお客さまに伏せたまま各日それぞれ異なる区間を

運行しました。車内では、「キリン一番搾り」の生ビール飲み放題と、所

沢ステーションビル「和食 ななかまど」、「中国料理 獅子」の“ビアトレ

インオリジナル掛け紙付き特製和・中コラボ弁当”をご提供。約 2 時間に

わたり、普段とは異なる車内空間を心ゆくまでお楽しみいただきました。（9 月 7 日（月）リリース） 

 

４．SEIBU HALLOWEEN 2015 in NERIMA   実施済み 

10 月 13 日（火）～10 月 31 日（土）の期間に、練馬区観光協会や駅周

辺商店街と連携し「SEIBU HALLOWEEN 2015 in NERIMA」を開催しました。

若者を中心に絶大な人気を誇る世界的なアートディレクター・増田セバス

チャン氏が美術監修を担当し、同氏が初めてデザインを手掛けたラッピン

グ電車の運行や、練馬駅構内には同氏デザインのハロウィーンオブジェと

日本大学藝術学部デザイン学科の学生制作によるハロウィーンアートの

展示を行いました。またハロウィーン当日は電車内でライブやパレードを

行うイベント電車を運行するなど、地域と連携し若い世代にも西武鉄道に

親しみを感じていただけるようデザインやコンテンツの内容にもこだわ

りました。（10月 1日（木）、10月 13日（火）リリース） 

 

５．ヱビスビール〈缶〉4種類飲み比べ放題夜行特急ツアー   11月 6日（金）・28日（土）実施 

11月 6日（金）・28日（土）深夜に出発する、秩父・三峯神社で絶景の雲

海鑑賞を目指す！「ヱビスビール<缶>4 種類飲み比べ放題 夜行特急ツア

ー」を催行します。これは 8月下旬に実施した夜行特急ツアーが大きな反

響を呼び、お客さまからのご要望にお応えして再度実施するものです。池

袋駅を深夜 0 時過ぎに発車、西武秩父駅に深夜 2時 30 分頃に到着する夜

行特急では、ヱビスビールを飲み比べながら、ゆったりと優雅な時間をお

楽しみいただけます。11 月に開催するため、雲海だけではなく、真っ赤

に色づく紅葉や澄んだ空に輝く星を楽しむチャンスもご用意します。なお、

本ツアーは満員御礼となっております。（9月 16日（水）リリース） 

 

 

Ⅲ．沿線地域や鉄道各社と連携して行う取り組み 

１．ちちぶ映画祭 2015   11月 14日（土）・15日（日）実施 

秩父の紅葉が見頃を迎える 11 月 14 日（土）・15 日（日）に「ちちぶ映画祭 2015」

を開催します。本映画祭は今年で 3 回目を迎え、これまでのメイン・テーマである

「秩父で撮って、秩父で観る」を継承しつつ、新たに“Via Chichibu,Viva Chichibu!”

というコンセプトを掲げ大胆なイメージチェンジをはかりました。当日は秩父市出

身の落語家・林家たい平さんやオープニング上映作品『KANO 1931 海の向こうの甲

子園』主演の永瀬正敏さん、クロージング上映作品の『猫なんかよんでもこない。』

（2016 年 1 月全国公開）に出演しているつるの剛士さんなどがゲストとして登場予

定です。（10月 8日（木）リリース） 

 

 

 

 

 

 

三峯神社から望む雲海（撮影：黒澤誠） 

 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/07/20150907beer.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10/01/20151001halloween.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10/13/20151013_halloween2.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/16/20150916unkai2.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10/08/20151008chichibueigasai.pdf


２．ここさけ応援スタンプラリー2015秋～みんなで叫ぶんだ！～   実施済み 

9月 14日（月）～11月 1日（日）の期間、秩父アニメツーリズム実行委員会、

秩父市、秩父商工会議所、秩父鉄道と協力し、秩父を舞台にした青春アニメ

映画「心が叫びたがっているんだ。」（以下「ここさけ」）の映画公開を記念し

て、秩父地域の聖地巡を楽しめる街なか回遊イベント、「ここさけ応援スタン

プラリー2015秋 ～みんなで叫ぶんだ！～」を開催しました。「ここさけ」は、

2013 年に大ヒットした「劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らな

い。」のスタッフが手掛ける秩父を舞台にした青春群像劇の第２弾。映画に描

かれている秩父札所 10番（大慈寺）をはじめ、街なかにある「ここさけ」ス

タンプを集めながら聖地巡礼を楽しんでいただきました。（7月 16日（木）リリース） 

 

３．日台縦断！鉄道スタンプラリー   ～2016年 8月 31日（水）まで実施中 

西武鉄道、京急電鉄、ＪＲ東日本、台湾鉄路の 4 社局合同で、2015 年 8 月 25 日

（火）～2016年 8月 31日(水)の期間、「日台縦断！鉄道スタンプラリー」を開催

しております。本スタンプラリーは、日本・台湾両者の地域社会の発展、各社局

の事業の発展を目的として、西武鉄道、京急電鉄、JR 東日本がそれぞれ台湾鉄

路との関係を強化する協定を締結したことを記念して実施しました。スタンプは

各沿線の代表的な観光地やターミナル駅に設置し、全 10 駅のうち 5 駅でスタン

プを集めると、羽田空港国際線ターミナル駅 2 階 京急ツーリストインフォメー

ションセンターまたは台鉄夢工場旗艦店（台北駅西 3 門）にて、特別記念品をプ

レゼントしております。（8月 4日（火）リリース） 

 

 

Ⅳ．電車や沿線を知っていただく取り組み  

１．西武トレインフェスティバル 2015 in 横瀬   2015年 11月 7日（土）実施 

 11月7日（土）に今年で22回目を迎える「西武トレインフェスティバル

2015 in 横瀬」を開催します。池袋線開業100周年記念ヘッドマーク付き

臨時普通電車の運転・展示のほか、懐かしの車両・機関車の展示、鉄道

用品・鉄道グッズの販売、保守車両の乗車体験など、鉄道ファンだけで

なくご家族連れのお客さまにもお楽しみいただける内容となっています。

当日は、臨時特急電車を運転するほか、池袋～横瀬駅間で池袋線開業時

から営業している12駅に停車する池袋線開業100周年記念ヘッドマーク

付きの臨時普通電車も運転します。このほかにも一年を通じてさまざま

な車両基地イベントを開催しております。（10月6日（火）リリース） 

 西武・電車フェスタ in 武蔵丘車両検修場（6月） 

 南入曽車両基地 電車夏まつり（8月） 

 西武トレインフェスティバル in 横瀬（11月） 

 

 

Ⅴ．運輸部スマイル＆スマイル室とは 

2013 年 4 月より、顧客特性に応じた旅客誘致および旅客創造施策を新しい視点で実施するために設

置された組織で、これまで旅客誘致を担当していた「スマイル＆スマイル部」の機能を、部署間の連

携を強化することを目的に運輸部内に移管しました。若手社員を中心に、さまざまなイベントを企画

することで新しい「感動」を多くのお客さまに提供することを目指して「挑戦」を続けてまいります。 

 

以 上 
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http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/07/16/20150716anohana_kokosake.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/08/04/20150804_nittaistamp.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/20151005_seibutrainfestival.pdf

