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西武鉄道株式会社（所在地：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2017年 3月 18日（土）から 

「西武鉄道×台湾鉄路管理局 協定締結記念電車」の運行を開始します。これは、台湾鉄路管理局

（本社：台湾 台北市、局長：鹿 潔身）との姉妹鉄道協定が 2017 年 3月 14 日（火）で 2周年を迎える

ことを記念して運行を開始するものです。2000系車両（8両編成）の車体には更に多くのお客さまに

「鉄道の旅」を楽しんでいただきたいとの想いを込めて、また、日本と台湾間の更なるインバウンド・

アウトバウンドに繋げたいという想いを込めて、両者の沿線観光地を紹介するデザインを描いておりま

す。さらに車内では、アウトバウンド向けに台湾観光局の中吊りを予定しております。 

デザインには、2017 年 8月末まで実施中の訪日外国人向け企画「西武鉄道×LAIMO キャンペーン」の

キャンペーンキャラクターである LAIMOが日本と台湾の観光地 8エリアを紹介するデザインとなってお

り、運行開始となる 3月 18 日（土）には、本川越駅で「出発式」を行います。 

 出発式当日は、スペシャルゲストとして LAIMOの作家 Cherng 氏をお招きし、毎月「8」がつく日が

『川越きものの日』であることから、着物姿で出席いただく予定です。式典終了後には Cherng 氏との

記念撮影や限定ノベルティの配布を行います。 

また、本川越駅改札外では、台湾観光局による「台湾観光 PR」、西武新宿駅改札外では、（一社）秩父

地域おもてなし観光公社による「インバウンドキャンペーン」を開催予定です。 

さらに、訪日外国人のお客さまだけでなく、日本の LAIMOファンの皆様も「西武鉄道×LAIMO キャン

ペーン」にご参加いただけるよう、出発式当日限定企画として、川越への観光に便利でお得なきっぷ

「小江戸・川越フリークーポン」のご提示で限定ノベルティがもらえます。 

皆さまのお越しをお待ちしております。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 3 月 18日（土）から 

「西武鉄道×台湾鉄路管理局 協定締結記念電車」運行開始！ 

LAIMO が日本と台湾の観光地を紹介します！！ 

～運行初日には、本川越駅で LAIMOの作家 Cherng氏も参加する出発式を行います～ 

・出発式当日、本川越駅改札外特設ブースにて台湾観光 PR イベントが開催されます 

・日本人ファンの方々にも朗報！出発式当日は小江戸・川越フリークーポンでノベルティを 

プレゼント！ 

 

「西武鉄道×台湾鉄路管理局 協定締結記念電車」ラッピングデザイン （左：正面、右：側面）※イメージ 



【別紙】 

「西武鉄道×台湾鉄路管理局 協定締結記念電車」について 

 

１． 運行期間 2017年 3 月 18日（土）から 2019 年 12月末（予定） 

２． 編   成 2000系 8 両  

３． 運行区間 新宿線系（予定） 

４． デザイン 日本と台湾の主要観光地 8エリア 

日本 4エリア（川越、秩父、所沢、新宿） 

台湾 4エリア（北台湾、中台湾、南台湾、東台湾） 

 

「西武鉄道×台湾鉄路管理局 協定締結記念電車」出発式について 

 

１． 実施日時 2017年 3 月 18日（土）11時 45分 ～ 12 時 10分（予定） ※雨天決行 

２． 実施場所 本川越駅 1番ホーム 

３． 実施内容 来賓祝辞、テープカットなど 

    ※テープカット後は、12時 17分発急行西武新宿行き電車として運転します。 

 

LAIMO の作家 Cherng 氏によるイベントについて 

 

１． 実施期間 2017年 3 月 18日（土）12時 30 分 ～ 13時 30分（予定） ※雨天決行 

２． 実施場所 本川越駅 2階改札内コンコース LAIMO 絵馬ボード前 

３． 実施内容 先着 50 名さま限定で以下のイベントを行います。 

    ・Cherng 氏との記念撮影 

・オリジナル LAIMO 飴の配布 

・Cherng氏のサイン付き LAIMOハガキ配布 

※イベント参加者数は限定 50 名のため、整理券は本川越駅蔵のまち口（東口）改札 

外コンコース、スターバックス前で開催している台湾観光局による台湾観光 PR

特設ブースにて 10時から 11 時 30分まで配布します。 

         ※イベント参加の際は整理券・入場券（大人 150 円、小児 80 円）が必要です。 

        ※撮影はスタッフが対応しますので、脚立・三脚の使用はお断りします。 

         出発式終了後、イベント会場へお越しいただきますよう、お願いします。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 作家 Cherng氏 サイン付き LAIMOハガキ LAIMO 



「台湾観光局による台湾観光 PR」について 

 

以下の通り、特設ブースにて台湾観光局による観光 PRを行います。 

１． 実施期間 2017年 3 月 18日（土）10時～16時（予定） 

２． 実施場所 本川越駅 蔵のまち口（東口）改札外コンコース 

     スターバックス前にて開催 

３． 実施内容 ・台湾観光局の公式キャラクター：オーベアによるミート＆グリートサービスタイム 

     （予定） 

・台湾観光パンフレット配布、MeetColors!台湾 PR 展示 

     ・「台湾観光ノベルティ（非売品）」プレゼントイベント（先着順） 

      ※パンフレット・ノベルティは先着順となります。無くなり次第、配布を終了します。 

     ※当日、都合によりイベントの内容が変更または中止になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秩父地域おもてなし観光公社によるインバウンドキャンペーン」について 

 

以下の通り、特設ブースにて秩父地域おもてなし観光公社によるインバウンドキャンペーンを行います。 

１． 実施期間 2017年 3 月 18日（土）11時～15時（予定）  

２． 実施場所 西武新宿駅 2階改札外コンコース 

     西武線特急券うりば・定期券うりばの前にて開催 

３． 実施内容 ・秩父地域観光パンフレットの配布 

     ・インバウンド向け観光のご案内 

     ・秩父市イメージキャラクター「ポテくまくん」サブレ配布（先着 300名） 

     ※パンフレット・ノベルティは先着順となります。無くなり次第、配布を終了します。 

     ※当日、都合によりイベントの内容が変更または中止になる場合があります。 

 

 

 

 

 

       

 

          

オーベア 

キャンペーンイメージ ほんのり味噌味の「ポテくまくん」サブレ 

ノベルティ（イメージ） PRパネル展示（イメージ） 



日本の LAIMO ファンに朗報！「西武鉄道×LAIMO キャンペーン」について 

 

１． 実施期間 2017年 3 月 18日（土） 

２． 対象乗車券 小江戸・川越フリークーポン 

３． 内 容 

指定の交換場所で当日有効の「小江戸・川越フリークーポン」をご提示いただくと、もれなく

「西武鉄道×LAIMO オリジナル限定グッズ」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．発売場所 西武線各駅（小竹向原・本川越・多摩川線各駅は除く） 

５．交換場所 以下の 2か所で交換します。 

・本川越駅観光案内所（西武本川越ペペ 1 階） 

・仲町観光案内所（蔵のまち付近） 

 

【参考】 

LAIMO（ライモ）について 

台湾で大人気のキャラクターであり、日本の鉄道会社とのコラボ企画は初めてとなります。 

実績（Facebook）でのファン数：100 万以上、新規ファン獲得数：1,000件/週 

 

氏名：LAIMO（ライモ） 

血液型:AB 型 

誕生日:12 月 25日 

身長:120cm ・ 体重:120kg 

生まれ:動物園 

趣味:だらけること、寝そべること、 コアラをからかうこと 

得意なコト:ぼんやりすること 

口癖:「結局何もやってない。」 

©Cherng Licensed by HIM Music 

 

 

ニュースリリース『訪日外国人向け企画「西武鉄道×LAIMO キャンペーン」11 月 4日（金）より開始し

ます！』（2016年 10月 5 日発行） 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2016/20161005LAIMO.pdf 

 

 

限定ノベルティ（絵馬シール） 限定ノベルティ（旅行用ネームタグ） 

  

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2016/20161005LAIMO.pdf


◇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] 

 

以 上 


