
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、優雅な時間と空間を楽しむことのできる

全席レストラン車両の観光電車、西武 旅するレストラン「52席の至福」（以下、「52席の至福」）を 2016年 4

月 17日（日）より運行しております。このたび、2016年 12月 18日（日）から、西武新宿～本川越駅間での

運行を開始します。 

運行初日の 2016 年 12月 18 日（日）のブランチコースは、毎月 8・18・28日が「川越きものの日」である

ことにちなみ、手軽な着物レンタルや着付けなどがセットになった【「52席の至福」で行く！着物で優雅なブ

ランチ＆川越散歩 】を開催します。 

このプランは本川越駅を発車した後、新宿線内を周遊して本川越駅に戻るコースで運行します。集合・受付

場所である「お支度処 きものや沙羅」にて着物のレンタル・着付けなどを行い、その後、本川越駅から出発

する「52 席の至福」で着物での優雅なブランチをお楽しみいただけます。また、これまでの運行では実施し

ていない特別イベントとして、グループごとの記念撮影を行い、記念写真と記念乗車証をセットでご乗車いた

だいた方皆さまにその場でプレゼントします。到着後は、気分もお洒落に小江戸川越の街歩きをお楽しみくだ

さい。 

さらに、同日のディナーコースは、「52席の至福」運行開始以来はじめての“本川越発 西武新宿行き”と

して運行します。 

なお、予約受付は 10 月 11 日（火）14時 00分から、ブランチコースは【「52 席の至福」で行く！着物で優

雅なブランチ＆川越散歩】特設 Webサイトから抽選方式で、ディナーコースは通常の予約と同じく Webサイト・

電話予約で先着順の受付・販売を行います。 

また、本川越運行開始を記念して、西武沿線地域の魅力を共有・発信する情報サイト GURUTTO PLUS 内で、

「52 席の至福」と川越の街の楽しみ方をまとめたおでかけページを本日から公開しております。ご参加にあ

たって、ぜひ 1日の楽しみ方をご覧ください。詳細、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

第 16-052 号 
 2016 年 10 月 6 日 

西武 旅するレストラン「52席の至福」が 
本川越運行を開始します！ 

・ 運行初日 12月 18日（日）は手軽な着物レンタルや着付けなどがセットになった 

  「52席の至福」で行く！着物で優雅なブランチ＆川越散歩 

を開催し、小江戸川越をお洒落に楽しめる旅行プランをお届けします。 

・ 本川越運行開始を記念して、「52席の至福」と川越の街の楽しみ方をまとめたおでかけページを、 

西武沿線地域の魅力を共有・発信する情報サイト GURUTTO PLUS内で公開開始！ 

本川越駅から「52 席の至福」に乗車 蔵造りの街並みから菓子屋横丁を散策 



【別紙】 

「52席の至福」で行く！着物で優雅なブランチ＆川越散歩 について 

 

（１）実施日  

2016年 12月 18 日（日）ブランチコース 

 

（２）旅行代金 

12,800円（税込） 

※ 旅行代金に含まれるもの 

・運賃 

・コース料理 

・着物レンタル 

・着付け 

・簡単なヘアセット（女性のみ） 

※ 1日フリーきっぷは含まれておりません。本川越駅までの往復の交通費はお客さま負担とな

ります。 

※ おとな・こども同額です。 

※ 飲食物のお持込はできません。 

 

（３）運行区間 

本川越駅 11時 59分発 ⇒ 本川越駅 14時 06分着 

（本川越駅を出発した後、新宿線内を周遊して本川越駅に戻るコースです） 

※ 途中下車はできませんのでご注意ください。 

 

（４）ご提供料理 

2016年 10～12月ご提供メニュー（ラ・リュシオール（La Luciole）の野田 達也氏監修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ※画像はイメージです。 

 

※ 上記の写真の他に、パン・デザート（本日のケーキ）・コーヒーもしくは紅茶が含まれます。

（内容は変更となる場合がございます） 

※ 詳しいコース料理の内容・ドリンクメニュー・アレルギーについては「52席の至福」専用

Webサイトをご覧ください。 

※ お飲み物は、ソフトドリンクはフリードリンク、アルコール類は有料となっております。 

 



（５）集合・受付場所 

店名 ： お支度処 きものや沙羅 

住所 ： 〒350-0066 埼玉県川越市連雀町８−４ 

TEL  ： 049-227-6898 

 

 

（６）行程概要 

 10時 00分～ 「きものや沙羅」にて集合・受付した後、お好きな着物をお選びいただき、    

着付け・簡単なヘアセットを行います。 

 11時 45分頃 本川越駅 1番ホーム集合、「52席の至福」乗車開始 

 11時 59分 本川越駅出発 

         ～「52席の至福」にて優雅なブランチをお楽しみください～ 

 14時 06分 本川越駅到着 

         ～着物をご着用のまま川越の街散策をお楽しみいただけます～ 

 16時 15分頃 「きものや沙羅」にて着物を返却し旅行終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 着付け・返却の開始時間はグループによって異なり、前もって指定させていただきます。 

※ 当日の流れを、西武沿線地域の魅力を共有・発信する情報サイト GURUTTO PLUS

（https://grutto-plus.com/odekake/course/view/1275）にまとめておりますので、参加に

あたって、ぜひ 1日の楽しみ方をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）特別イベント 

ご乗車中にテーブルごとの記念撮影を行い、記念写真と記念乗車証をセットで参加者全員にプレ

ゼントします。記念乗車証には写真をセットできるよう切り込みが入っていますので、併せてお

飾りいただくこともできます。 

https://grutto-plus.com/odekake/course/view/1275


（８）レンタル内容 

・ 普段着物 

・ 長襦袢 

・ 帯（半幅帯） 

・ 腰紐 

・ 伊達締め 

・ 足袋 

・ 下駄または草履 

・ 貴重品を入れる手提げ袋 

 

※ 着用いただく着物等はレンタル商品です。多少の汚れがある可能性もございますので、ご了

承ください。 

※ 当日は貴重品・必要なものをレンタルの手提げ袋に入れていただき、それ以外の荷物は「き

ものや沙羅」で番号札をつけてお預かりすることも可能です。 

※ レンタルの手提げ袋はあまり容量がございませんので、持ち運ぶお荷物が多い方はバッグを

ご持参いただくようお願いいたします。 

 

（９）受付期間 

2016年 10月 11 日（火）14時 00分～11月 8日（火）23時 59分 

 

（10）予約方法（抽選） 

【「52席の至福」で行く！着物で優雅なブランチ＆川越散歩】特設 Web サイトからの受付です。 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/event-campaign-info/event/52shifuku-kimono.html 

 

※ 「52席の至福」専用Ｗｅｂサイトからご利用の場合は、トップページに掲載の特設バナー

から上記 Web サイトに移動してください。 

※ お申し込み時に性別・年齢・身長・洋服サイズなどを入力していただきますが、当日用意す

る着物の全体のサイズ・数量に影響しますので、ご協力をお願いいたします。 

※ 一度の申し込みは、2～4名さままでです。 

※ 座席は選べません。 

※ 他のお客さまとの相席にはなりません。 

※ 駅・予約電話での受付・販売は行いません。 

 

（11）抽選結果発表・旅行代金のお支払について 

 発表方法 2016 年 11 月中旬に当選者のみ、当選通知を電子メールでお知らせします。 

 お支払方法 当選メールに記載の口座番号に旅行代金をお振込ください。 

        入金締切日までに振込がない場合、当選資格が消滅し、次点のお客さまに 

        当選資格が移りますのでご注意ください。 

 行程表の発送 入金が確認できたお客さまには、ご旅行日の約 1週間前に、代表者さまの 

        ご住所に当日の詳細を記載した行程表等を発送します。 

 

（12）募集人員 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/event-campaign-info/event/52shifuku-kimono.html


52名（18組） 

 

（13）最少催行人員 

1運行 20名 

 

（14）注意事項 

・ 男性でもご参加いただけます。お気軽にご参加ください。 

・ 当日はカメラによる撮影があります。また、撮影した写真などを当社の広告・宣伝に使用さ

せて頂きますので、あらかじめご了承ください。 

 

【12月 18日ディナーコースについて】 

・ 運行区間 本川越駅 17時 16分発 ⇒ 西武新宿駅  20時 04分着 

・ 予約開始日 Web受付：2016年 10月 11日（火）14時 00分～ 

        電話受付 ：2016年 10月 12日（水）9時 30分～ 

       （先着順） 

※詳しいコース料理の内容・申込方法などは 2016 年 7 月 21 日（木）発行（第 16-027号）ニ

ュースリリースをご覧ください。

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/07/21/20160721_52sekinoshifukuyoyakukaishi.pdf 

 

【旅行企画・実施・販売】 

西武鉄道株式会社 〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台 1-11-1 

埼玉県知事登録旅行業 第 2-1184号 一般社団法人日本旅行業協会協力会員 

 

 

【参考】 

・2016年 10月 6日（木）発行（第 16-054 号）ニュースリリース 

【西武 旅するレストラン「52 席の至福」】2017 年 1 月 2 日・3 日、“2017 年のはじまりは「52 席の至福」か

ら！優雅な車内で味わうおせち料理＆川越初詣の旅”を実施！ 

 

・2016年 10月 6日（木）発行（第 16-053号）ニュースリリース 

【西武 旅するレストラン「52席の至福」】2016年 12月 23・24・25日の 3日間、“「52席の至福」クリスマス

トレイン”を実施！ 

 

・2016年 7月 21日（木）発行（第 16-027 号）ニュースリリース 

観光電車【西武 旅するレストラン「52席の至福」】10～12月メニュー決定＆予約開始！！ 
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/07/21/20160721_52sekinoshifukuyoyakukaishi.pdf 

 

・2016年 5月 6日（金）発行（第 16-014 号）ニュースリリース 

観光電車【西武 旅するレストラン「52席の至福」】7～9月の担当監修シェフ＆コース内容が決定！7～9月分

の予約受付を専用 Webサイトで開始！ 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/07/07/2016070752sekinoshifuku7-9.pdf 

 

 

・2016年 1月 25日（月）発行（第 15－080号）ニュースリリース 

西武鉄道観光電車【西武 旅するレストラン「52 席の至福」】監修シェフ４名が決定！ 
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/01/25/20160125kankodennsyasyefu.pdf 

 

 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/07/21/20160721_52sekinoshifukuyoyakukaishi.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2016/__icsFiles/afieldfile/2016/07/07/2016070752sekinoshifuku7-9.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/01/25/20160125kankodennsyasyefu.pdf


・2015 年 12 月 17 日（木）発行（第 15-073号）ニュースリリース 

全席レストラン車両「観光電車」概要決定！ 
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/12/17/20151217kanko.pdf 

 

・2015年 6月 16日（火）発行（第 15-021号）ニュースリリース 

2016年春、「秩父」をモチーフとした観光電車がデビューします！ 
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/06/16/20150616kankou_densya_1.pdf 

 

 

以 上 

 

◇お客さまのお問合せ先 

  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］ 

（なお、12 月 30 日～1 月 3 日はお休みします。） 

 

 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/12/17/20151217kanko.pdf
http://www.seibu-group.co.jp/railways/news/news-release/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/06/16/20150616kankou_densya_1.pdf

