横瀬町
通学につかっていた電車内で、生ビールを飲みながら同窓会ができる！

西武線沿線の同窓会幹事さんに、電車の中で特別な思い出作りをご提案

2017 年度「西武線 同窓会電車」募集開始！
横瀬町出身･在住･通勤者限定の「横瀬町 大同窓会」も車内で同時開催！
2017 年 3 月 13 日
西武鉄道株式会社
笑屋株式会 社
埼玉県横瀬 町
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）と笑屋株式会社（本社：東京都千代田区、代表：
真田 幸次）は、ビール電車で同窓会が開催できる「西武線 同窓会電車」の 2017 年度募集を本日より開始し
ます。2016 年度に実施した本施策がご好評をいただいたため内容を充実させて再実施し、人口減少社会にお
いて沿線定住者の増加に寄与するビジネスモデルへの飛躍を目指します。
また人口減少対策と地域活性化に取り組む埼玉県横瀬町（町長：富田 能成）と協業し、
「地域の同窓会」と
して個人単位で参加者を募集する「横瀬町大同窓会」を電車内で開催します。笑屋は同窓会幹事代行業界最大
手で、全国で年間 500 件の同窓会を開催しております。
詳細は、下記のとおりです。

【本企画のポイント】
● ビール電車内で同窓会を開催できる、西武線沿線学校の卒業生限定の同窓会プラン！
・学生時代に一度は乗ったことのある黄色い電車(2000 系)の中で特別な同窓会が実施できます
・ヱビスビールの生ビールや各種アルコール、掬水亭の中華オードブルなどの飲食物も充実！
・池袋駅などに集合し、沿線の懐かしい風景を眺めながら同窓会を満喫して、地元の駅で解散可能
・卒業後初めての同窓会に… ○○周年記念の同窓会に… 特別な思い出作りはいかがでしょうか？

● 同窓会幹事さんが手間をかけずに、同窓会を開催できます！
・会費制で幹事代行サービスをご提供。同窓会幹事さんからお問い合わせいただくとスムーズです！
・二次会も安心！所沢ステーションビル（所沢駅直結）での二次会と所沢駅降車手配も併せて承ります
● 横瀬町出身･在住･通勤者限定の「横瀬町 大同窓会」も車内で同時開催！
・40～50 代を中心に全世代を対象に開催します。世代ごとに座席割を配慮する予定です
・横瀬町 大同窓会のみ「個人」でお申し込みを受け付けます

● Web サイト(詳細･申込･問合せ)https://www.dsksyoya.com/plan/seibu
【2016 年開催時の様子】※画像の一部を加工しています。

全申込締切：5 月 31 日

2017 年度「西武線 同窓会電車」について
※現時点での予定

１.企画名称

西武線 同窓会電車

２.募集締切

2017 年 5 月 31 日(水）

３.実施期間

2017 年 9 月 30 日(土)・10 月 1 日(日)

４.運行区間

2017 年 9 月 30 日(土) 対象：新宿線沿線の学校
[集合]西武新宿駅

（時刻）13:00 頃

[解散]西武新宿～本川越駅間

（時刻）16:00～17:30 頃

2017 年 10 月 1 日(日) 対象：池袋線沿線の学校、横瀬町大同窓会
[集合]池袋駅（または所沢駅）

（時刻）12:00 頃･15:00 頃（または 14:30 頃）

[解散]池袋～西武秩父駅間

（時刻）16:00～19:00 頃

※上記の運行ダイヤをもとに、可能な限りお客さまのご希望にあわせて調整します。
５.提供内容

①同窓会の会場として西武線の電車内を使用
②アルコール類飲み放題
[例]ヱビスビール（生ビール）
、スパークリングワイン（カクテルフレーバーも選択可）
サワー、ハイボール、ソフトドリンク
[注]約 2 時間飲み放題、売り切れ時にはご容赦ください。
③中華オードブル（中国割烹旅館 掬水亭特製）
[例]海老のチリソース、牛肉とキノコのオイスターソース炒め等
④同窓会幹事代行サービス（笑屋提供）
【追加オプション】
●西武グループ施設による同窓会電車専用の二次会プラン
所沢ステーションビル「中国料理 獅子」「和食 ななかまど」お一人さま 3,500 円（税込）
[内容]2 時間飲み放題、おつまみ数品 ※個室ご利用時には人数の条件があります。

６.対

象

７.募集方法

西武線沿線の学校を卒業された方
下記 Web ページでお問い合わせ･お申し込みを受け付けます。
https://www.dsksyoya.com/plan/seibu（※応募多数の場合は抽選となる場合があります。）
①学校･学年単位
西武線沿線の学校卒業生の同窓会
★幹事さんからお問い合わせいただくと、同窓会実施までスムーズに進行できます。
②個人単位
横瀬町大同窓会（共催：埼玉県横瀬町）
★横瀬町出身･在住･通勤者限定（40～50 代を中心に全世代。世代ごとに座席割を配慮予定。
）

８.費

用

会費制・お一人さま 10,000 円（税込）
※横瀬町大同窓会参加者には、
「横瀬町地域商品券」500 円分を当日お渡しします。
※一般的な同窓会会費相場 7,500 円～10,000 円（笑屋調べ）

９.会

場

10.お問合せ先

西武線車両内（1977 年に登場し、現在でも活躍している「通勤電車 2000 系」を使用）
【申し込みについて】笑屋株式会社「西武線 同窓会電車」受付担当
TEL.(03)3262-7977［平日 10 時～19 時］
【電車運行について】西武鉄道お客さまセンター（※お申し込みは受け付けません。
）
TEL.(04)2996-2888［平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］

11.注意事項

マスコミや公式カメラによる取材・写真撮影等を実施します。撮影した動画や画像はモザイ
ク処理等を施さずに公開する場合がありますので、ご了承のうえでご参加ください。
多客輸送･ダイヤ乱れ発生時等には、スケジュールが急遽変更となる場合があります。

12.備

考

[主催]西武鉄道株式会社

[共催]埼玉県横瀬町（横瀬町大同窓会）

[企画実施]笑屋株式会社

[協力]サッポロビール株式会社

（補足）
「横瀬町 大同窓会」について
１.実施詳細

2017 年 10 月 1 日(日)
[集合] 所沢駅

14:30 頃

池袋駅 15:00 頃 ※2 駅からお選びいただけます。
[解散] 横瀬駅

19:00 頃

※横瀬町内での 2 次会プランもございます。詳しくは下記窓口へお問い合わせください。
２.応募締切

2017 年 5 月 31 日(水）
※応募状況により変更することがあります

３.参加特典

「横瀬町地域商品券」500 円分を当日お渡しします。

４.募集方法

下記 Web ページで、
「個人参加」のお問い合わせ･お申し込みを受け付けます。
https://www.dsksyoya.com/plan/seibu

５.お問合せ

横瀬町 まち経営課 [役場 2 階 8 番窓口]
TEL.0494-25-0112［平日 8 時 30 分～17 時 15 分］

（参考）提供内容について

※画像はイメージです。

西武線 2000 系車両
（運行期間：1977 年～現在）

掬水亭特製 中華オードブル

（参考）笑屋の同窓会について
◆笑屋の同窓会 URL：http://www.dsksyoya.com/
笑屋の同窓会サービスは、2009 年 1 月に開始した同窓会幹事代行サービス（案内状発送・会場手配・専用サ
イト制作・当日イベント運営などの同窓会開催に関する全ての業務を参加者の会費のみでプロデュースする）
と同窓会クローズド SNS(同窓生しか入れないクローズドコミュニティーサイト)を組み合わせたビジネスモ
デルであり、同窓会幹事が手間やリスクを抱えずに平均 100 名の大規模な同窓会を開催できるサービスです。
年間 500 回の開催実績があり、同窓会にスポンサーが付く事によって会費金額を抑える事なども出来ます。
（参考）各種募集について
「西武線 同窓会電車」では、企画にご興味をお持ちの各社様からのご連絡をお待ちしています。
●自治体協業について
西武線沿線の自治体と協業するビジネスモデルの確立を目指しています。
●スポンサーについて
参加者向けに商品やサービスのＰＲ、サンプリング等を実施することが出来ます。
●ノウハウ提供について
鉄道会社や地方自治体向けにコンサルティングを実施することが出来ます。
【上記 3 募集に関するお問い合わせ窓口】
笑屋株式会社 経営企画室 TEL.(03)3262-7977［平日 10 時～19 時］

