
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、3 月 21 日（月・振休）に西武プリンスド

ーム、西武球場前駅駅前広場で開催する、西武鉄道 100 年アニバーサリーを盛大に締めくくるクロージングイ

ベント「SEIBU 100th Anniversary“SMILE DAY”」の概要が決定しましたので、お知らせします。 

「SEIBU 100 SMILE LIVE！」では、音楽・ダンス・伝統芸能など、沿線にゆかりのあるさまざまなジャン

ルのパフォーマーたちが結集し、“100”のライブに挑戦します。当日は、新しく芝を張り替えた西武プリンス

ドームのグラウンド内にもご入場いただけます。※ハイヒール等を履いてのご入場はお断りさせていただきま

す。 

「SEIBU 100 年ごはんフェス！」では、西武線沿線・西武鉄道にゆかりのある 23 の自治体さまにご参加い

ただきます。また、沿線にゆかりのあるシェフによる沿線の食材を使った、“SMILE DAY”のための「スペシ

ャルレシピ」を開発し、その料理を販売します。西武線沿線の「おいしい！」がこの日一堂に会します。 

「FM NACK5『GOGOMONZ』出張公開生放送！」では、FM NACK5 の人気番組が西武球場前駅駅前広場

の特設ブースで公開生放送を実施し、現場の盛り上がりをお伝えします。 

「鉄道体験ブース」では、西武鉄道 100 年の歴史を振り返るコーナーや、大人気の「ミニ SL 乗車」「こども

制服写真撮影」など鉄道会社ならではのコンテンツもご用意します。 

このほかの出演ゲストなどの詳細については、第 3 弾ニュースリリースでお知らせします。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２弾ニュースリリース！ 

3月 21日（月・振休）開催 「SEIBU
セ イ ブ

 100th
ヒ ャ ク ネ ン

 Anniversary
ア ニ バ ー サ リ ー

 “SMILE
ス マ イ ル

 DAY
デ ー

”」 

イベント概要決定！ 

・「SEIBU 100 SMILE LIVE！」出演決定者紹介！ 

・「SEIBU 100 年 ごはんフェス！」オリジナルレシピ開発シェフ紹介！ 

・「FM NACK5『GOGOMONZ』出張公開生放送」が決定！ 

第 15-087 号 
 2016 年 2 月 22 日 

「SEIBU 100th Anniversary“SMILE DAY”」告知ポスター 西武プリンスドームへのアクセス 

 



【別紙】 

西武鉄道 100 年アニバーサリー クロージングイベント 

「SEIBU 100th Anniversary“SMILE DAY”」について 

１．開催日時 

3 月 21 日（月・振休）10:00～17:00 

２．開催場所 

西武プリンスドーム、西武球場前駅駅前広場 

３．入場料 

無料 

４．イベント内容（予定） 

◆SEIBU 100 SMILE LIVE！ 

特設ステージに、音楽・ダンス・伝統芸能など、沿線にゆかりのあるさまざまなジャンルのパフォーマー

たちが結集し“100”のライブに挑戦する“みんなでつくる”ステージです。 

＜参加決定パフォーマー（五十音順）＞ 

・アカペラグループ SPLASH （西武線沿線学校卒業） 

・ETERNAL JOURNEY （西武線沿線出身） 

・カポエイラ ナラハリ東京 （西武線沿線に教室） 

・Glorious Crew （西武線沿線を中心に活動） 

・航空自衛隊入間基地太鼓部 入間修武太鼓 

・埼玉県秩父郡長瀞町 長瀞小唄保存会 

・埼玉県秩父郡皆野町 秩父音頭保存会・皆野民俗芸能奏楽研修会 

・埼玉県秩父市 のさか神輿会 

・埼玉県立飯能高等学校 チアダンス部 

・SUPER BELL"Z （「車掌 DJ」野月貴弘氏率いるテクノユニット） 

・西武鉄道社友会（社員 OB の会） 民謡サークル・大道芸 

・谷修 （西武線沿線を中心に活動） 

・東京創価小学校 フローレンス合唱団 

・東京都立大泉高等学校・付属中学校 合唱部 

・東京都立東大和高等学校 ダンス部 

・東京都立稔ヶ丘高等学校 ジャグリング部 

・Hula Halau O Leilani 多摩（西武線沿線を中心に活動） 

・勇庵〜【KURO GUITAR】石神井公園ギター教室より〜 

・WAIWAI STEEL BAND （西武線沿線出身） 

・早稲田大学 ジャグリングサークル〜infinity〜 

・早稲田大学 フラメンコ集団 iVAMOS! 

・早稲田大学 WASEDA BALLERS 

 

 

 



◆SEIBU 100 年ごはんフェス！ 

沿線にゆかりのある自治体・生産者の「ご自慢食材・グルメ」が大集合するマルシェの開催や、沿線にゆ

かりのあるシェフによる沿線の食材を使った、この日のための「スペシャルレシピ」を開発し、その料理

を販売します。西武線沿線の「おいしい！」がこの日一堂に会します。 

 ＜参加決定 23 自治体（五十音順）＞ 

  ○東京都  清瀬市、国分寺市、小平市、豊島区、中野区、西東京市、練馬区、東久留米市、 

東村山市、東大和市 

  ○埼玉県  入間市、小鹿野町、川越市、狭山市、秩父市、所沢市、長瀞町、新座市、飯能市、 

        日高市、皆野町、横瀬町 

  ○神奈川県 横浜市中区 

 

＜参加決定シェフ＞ 

■つきぢ田村 代表取締役 田村 隆 氏 【「西武 旅するレストラン 52 席の至福」総合監修】 

1957 年生まれ。「つきぢ田村」若主人。大阪･高麗橋「吉兆」で修行。 初代の祖父平治、二代

目父暉昭から教えを受けた伝統を守るとともに、新しい感覚を積極的に取り入れている。 日

本料理研究会師範、NHK テレビ「きょうの料理」講師など料理業界、マスコミを通じて活躍

中。 

 

   ■海鮮名菜 香宮  料理長 篠原 裕幸 氏 【「西武 旅するレストラン 52 席の至福」中華担当】 

1981 年埼玉県狭山市生まれ。調理師専門学校卒業後、「赤坂璃宮・本店」に入社し譚 彦彬シェ

フのもとで 7 年間修業する。その後、ペニンシュラ東京「ヘイフンテラス」、「ロウホウトイ」

で腕を磨く。さらに香港へ渡り 、「赤坂璃宮・銀座店」開業時の朱遠威料理長のもと、数多

くの広東料理店で腕を振るう。2011 年「海鮮名菜 香宮」へ、2013 年より料理長に就任。日

本最大級の若手料理人コンペティション「RED U-35」 2015 グランプリ。 

 

   ■Bon Courage 斉藤 仁也 氏 【店舗最寄駅 池袋線練馬駅】 

レストラン代官山シェ・リュイ、レストランニューズダイニング、ル・カフェブルー等を経て、

2002 年三宿に BRASSERIE DU COIN（ブラッスリードゥクワン）をオープン。クオリティ

高いフレンチをカジュアルに楽しめるブラッスリーというスタイルを一早く確立し、多数の

業界人、芸能人など食通の隠れ家的レストランとして、3 ヵ月先まで予約が取れないお店と

なる。2009 年よりボンクラージュの料理をプロデユースし、2013 年より本格的に全体を統

括するべく参画。 

 

■みや 宮本 浩樹 氏 【店舗最寄駅 新宿線所沢駅】 

1972年東京都清瀬市生まれ。都内で 8年間修行後、関西で 5年間、日本料理の料理長を経験し、

2002 年所沢に「日本料理店みや」オープン。地元に愛されるお店創りを目指し、オープンわず

か 2 年目で、所沢の予約がとりづらいお店に急成長する。素材を引き出す天才として、メディ

アに取り上げられたり、「地元の人が選ぶ地域の愛されるお店ベスト 10」にも選ばれたことの

ある、所沢を代表する人気店のシェフ。 



■Te’PAN Le OMUS 兎川  貴孝 氏 【店舗最寄駅 新宿線本川越駅】 

料理上手な母親の影響で中学 2 年生には「料理人」になる事を志す。大阪辻フランス料理専門

カレッジに進学、フランス料理中心に本格的に料理を学ぶ。卒業後ヒルトン東京ベイを皮切り

にホテル日航東京で鉄板焼きを修行する。その後海外を 1 年ほど旅行し、英語や日本以外の素

材を学び、オープングスタッフとしてホテルミラコスタに入社。独立心が芽生え 35 歳でオーベ

ルジュを経営。7 年の営業の後、埼玉県川越市で鉄板焼レストランを開業。 

 

 ◆FM NACK5「GOGOMONZ」出張公開生放送！ 

  西武線沿線エリアをカバーする FM 局の人気番組「GOGOMONZ」とタイアップし、西武球場前駅駅前広

場の特設ブースから公開生放送を実施し、現場の盛り上がりをお伝えします。 

放送時間：13:00～16:55 

 

◆鉄道体験ブース 

  当社ならではのコンテンツをご用意します。電車フェスタなどでも大人気の「ミニ SL」や、「こども制服

写真撮影」など多数ご用意します。 

 

 ◆クロージングセレモニー 

  当社取締役会長 後藤高志、取締役社長 若林久のほか、ご来賓にも参加いただき、地域とともに歩む当

社の姿勢を示すとともに、「これまでの感謝」と「これからの 100 年」への想いを伝えます。 

 

※各イベントの詳細、出演ゲストについては、第 3 弾ニュースリリースでお知らせします。 

 

＜ご注意＞ 

西武プリンスドームのグラウンド内での飲食、またハイヒール等を履いてのご入場は、芝を痛めてしまう

ため、お断りさせていただきます。 

 

【参考】 

「SEIBU 100th Anniversary  “SMILE DAY ”」を開催します！（2016 年 1 月 13 日リリース） 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/01/13/20150113_100thAnniv_1.pdf 

 

◇お客さまのお問合せ先 

 ・「SEIBU 100th Anniversary“SMILE DAY”」事務局 

   seibu_100th@knot-inc.co.jp ※メールのみでの受付となります。 

 ・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 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/01/13/20150113_100thAnniv_1.pdf

