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西武鉄道のハロウィンはモンストしなきゃいたずらするぞ！？
2017 年 10 月 6 日（金）～11 月 10 日（金）

「SEIBU HALLOWEEN 2017 Trick or Strike」開催！
駅チカ施設のスタンプを集めてオリジナルグッズをゲットしよう！
10 月 28 日（土）には、西武園駅の駅構内や電車内でモンスターストライクの世界を体感できる
史上初のモンストハロウィンパーティーを開催！
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2017 年 10 月 6 日（金）から
11 月 10 日（金）までの期間限定で「SEIBU HALLOWEEN 2017」を開催します。
西武鉄道がお届けしてきたハロウィンイベントは今年で 4 年目となり、本年は 10 月 10 日（火）に同
じく 4 周年を迎えるスマホアプリのひっぱりハンティング RPG「モンスターストライク」
（通称モンス
ト）とコラボレーションした特別企画「SEIBU HALLOWEEN 2017 Trick or Strike ～モンストしなき
ゃイタズラするぞ～」を実施します。
西武線沿線の駅チカ施設 12 箇所のうち 6 箇所以上のスタンプを集めるスタンプラリーの開催をはじめ、
モンストアプリ内でコラボ限定キャラクターのプレゼントを行います。
また、10 月 28 日（土）には、西武園駅特設会場にて 1 日限定の特別イベント「モンストハロウィン
パーティー」を開催します。電車内でのコラボアトラクションや、駅構内のフォトスポットなど、
西武鉄道ならではのハロウィンをお楽しみください。
詳細は、別紙のとおりです。

※ポスターイメージ

【別紙】SEIBU HALLOWEEN 2017 の実施について
１．イベント正式名称
SEIBU HALLOWEEN 2017 Trick or Strike ～モンストしなきゃイタズラするぞ～
２．イベント開催期間
2017 年 10 月 6 日（金）～11 月 10 日（金）
３．開催内容
◆１

沿線スタンプラリー「モンストスタンプラリー 駅チカ施設でスタンプを GET しよう！」

【概要】
① 西武線各駅（小竹向原を除く）にて配布するスタンプシートを手に入れ、西武線沿線の駅チカ施設
12 箇所にあるスタンプを 6 箇所以上集めます。（このうち 2 箇所のスタンプは期間限定です）
※１度のラリーにおいてスタンプシートはお１人様１冊ずつとなります。
② 指定のグッズ引き換え場所にてスタンプシート１冊につき期間に応じたオリジナルグッズを１個
プレゼントします。また、6 箇所以上のスタンプを集めたスタンプシートを持って西武園ゆうえん
ち窓口へ行くと、
「反逆の堕天使 ルシファーのビニールチャーム」と「乗り物一回券（当日限り有
効）
」がもらえます。
（別途、当日有効の西武園ゆうえんち入園券の提示が必要です）
【オリジナルグッズ詳細】
第一弾：10 月 6 日（金）～10 月 20 日（金）

つながる！ビニールチャーム

※チェーン付き

全 10 種（いずれか 1 個プレゼント）
各ビニールチャーム同士をつなげることができます。
※キャラクターの種類はお選びいただけません。
※数量限定、無くなり次第終了となります。
※本体イメージ

※キャラクターの種類の詳細は特設サイトをご確認ください。

第二弾：10 月 21 日（土）～11 月 10 日（金）
表面

裏面

マルチデザインクリアファイル
全 50 種（いずれか 1 枚プレゼント）
裏面左下のキャラクターが変わります。
※キャラクターの種類はお選びいただけません。
※数量限定、無くなり次第終了となります。
※キャラクターの種類の詳細は特設サイトをご確認ください。

※デザインイメージ

【西武園ゆうえんち特典詳細】
10 月 6 日（金）～11 月 10 日（金）西武園ゆうえんち営業日・営業時間中
※当日有効の入園券が必要です
反逆の堕天使 ルシファーのビニールチャーム

※チェーン付き

各ビニールチャーム同士をつなげることができます。
※数量限定、無くなり次第終了となります。

乗り物一回券

※当日限り有効

西武園ゆうえんち内の乗り物が一回無料で楽しめます。
※数量限定、無くなり次第終了となります。
※本体イメージ

※西武園ゆうえんちの休園日および乗り物の詳細については
西武園ゆうえんち公式サイトをご確認ください。

【参加費】
無料（スタンプラリー参加にかかる交通費はお客さま負担となります）
【スタンプ台設置場所】※スタンプ台は全て改札外にあります
スタンプ台設置場所

最寄駅

営業時間

SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro

池袋

8:00～18:00

▼期間限定（10/6～10/15）池袋PARCO 7階イベントスペース

※スタン プはどちらか
一つしか押せま せん

10:00～21:00

Coconeri 3階 産業・観光情報コーナー

練馬

9:00～21:00

豊島園駅 改札外

豊島園

9:00～21:00

エミオ練馬高野台 2階 サイゼリヤ前

練馬高野台

7:00～23:00

エミオ石神井公園 サウスエリア １階 石神井観光案内所

石神井公園

9:00～19:00

グランエミオ大泉学園 2階入り口階段横

大泉学園

10:00～22:00

エミオ所沢 2階 アントステラ横

所沢

10:00～21:00

BIGBOX高田馬場 正面入口

高田馬場

10:00～21:00
（日祝は～20:00）

エミオ田無 2階中通路

田無

10:00～21:00

西武遊園地駅 北口改札外

西武遊園地

9:00～21:00

▼期間限定（10/28）西武園駅 特設会場

西武園

10:00～18:00

グッズ引き換え場所

最寄駅

営業時間

西武新宿ペペ 6階 西武プリンスクラブカウンター

西武新宿

11:00～22:00

BIGBOX高田馬場 1階 西武プリンスクラブカウンター

高田馬場

10:00～21:00
（日祝は～20:00）

SEIBU Tourist Information Center Ikebukuro

池袋

8:00～18:00

▼期間限定（10/28）西武園駅 特設会場

西武園

10:00～18:00

【グッズ引き換え場所】

※場所の詳細マップは特設サイトをご確認ください。

◆２

コラボキャラ配信「ミッション達成でコラボ限定キャラクタープレゼント！」

【概要】
イベント期間中、モンストアプリ内で西武鉄道コラボキャラクター“西武鉄道オラゴン”をプレゼン
トします。さらに、スタンプラリーおよび Twitter と連動した特設サイト上のミッションを達成すると、
追加キャラクターがプレゼントされます。
【ミッション詳細】

※特設サイトイメージ

特設サイト上の電車を下記の 2 つの方法にて所定の距離まで動かすと、ミッション達成となります。
①モンストスタンプラリーに参加しよう！
スタンプを 6 つ以上集めたスタンプシートをグッズ引き換え場所に提示すると、特設サイト上の
電車が１回につき 100ｋｍ進みます。※電車が 50 万ｋｍ地点へ到着すると急行となり一回につき
200ｋｍ、100 万ｋｍ地点へ到着すると快速急行となり１回につき 400ｋｍ進みます。
②Twitter で、ハッシュタグ「#西武モンスト」をつけてツイートしよう！
Twitter で、ハッシュタグ「#西武モンスト」をつけてツイートすると、ツイート 1 件につき、特設
サイト上の電車が 5ｋｍ進みます。※2017 年 10 月 6 日（金）12：00 以降のツイートが対象です。
【コラボ限定キャラクター詳細】※キャラクター画像はイメージです

全員にプレゼント！
火属性★５ 西武鉄道オラゴン
10 月 6 日（金）AM4：00～11 月 11 日（土）AM3：59 に
モンストアプリログイン時に配布（お 1 人さま 1 体のみ）
ミッションにて 100 万ｋｍ達成後、全員にプレゼント！
水属性★６ 西武鉄道ティーガーⅠ
10 月 6 日（金）から始まるミッションを達成後、
モンストアプリログイン時に配布（お 1 人さま 1 体のみ）
ミッションにて 150 万ｋｍ達成後、全員にプレゼント！
光属性★６ 西武鉄道ティーガーⅠX
10 月 6 日（金）から始まるミッションを達成後、
モンストアプリログイン時に配布（お 1 人さま 1 体のみ）

◆３

1 日限定ハロウィンイベント「モンストハロウィンパーティー＠SEIBUEN STATION 開催！」

※イメージ

【日時】
10 月 28 日（土）10：00～18：00 雨天決行（荒天中止）
※アトラクションエリア入場可能時間
①10：00～11：30 ②12：00～13：30 ③14：00～15：30 ④16：00～17：30
（別途、西武園駅特設会場にて当日 9：00～配布の整理券が必要です。）
【場所】
西武園駅特設会場（西武園駅１番ホームおよび電車内、駅コンコース、駅前スペースなど）
【概要】
西武園駅の特設会場にて、モンスターストライクの世界観たっぷりの１日限定の特別イベントを開催
します。ホームと電車内に設けたアトラクションエリアでは当日限りのコラボアトラクションを展開し、
クリアされた方にはオリジナルステッカーを差し上げます。アトラクションエリア以外ではフォトスポ
ットやフードエリアなどを設け、お子さまも含め幅広い年代の方が楽しめるイベントになっています。
詳細につきましては、下記公式サイトにて順次公開します。
【イベント参加費】
無料（イベント参加にかかる交通費はお客さま負担となります）
【注意事項】
※アトラクションエリアへの入場には整理券（当日 9：00～西武園駅特設会場にて配布）が必要です。
また、整理券をお持ちの方は、アトラクションエリアに関しては駅構内への入場料は発生しません。
※整理券は、入場可能時間が明記されたリストバンドとなります。
リストバンドに記載の時間以外ではアトラクションエリアへ入場できません。
※整理券の入場可能時間は、整理券配布時にお選びいただけます。（各回とも数に限りがあります）
※会場へは公共交通機関をご利用ください。
４．特設サイト
http://www.seibu-halloween2017.jp
※SEIBU HALLOWEEN 2017 についての詳細、および最新情報は特設サイトにて順次公開します。
※上記内容は現時点での予定です。予告なく変更する場合があります。

◇本イベントに関する一般のお問い合わせ先
① SEIBU HALLOWEEN 2017 イベント詳細について
SEIBU HALLOWEEN 2017 事務局
お問い合わせ先：info@seibu-halloween2017.jp
② 電車の運行について
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］
③ モンスターストライクアプリについて
モンスターストライク問い合わせページ
https://www.monster-strike.com/support/
以

上

＜参考＞
モンスターストライク

http://www.monster-strike.com/

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクション RPG です。自分のモンスター
を指で引っぱって弾き敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの
“跳ね返り”や“ぶつかり”を上手く活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だ
ちと最大 4 人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。
2013 年 10 月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2017 年 1 月時点では 世界
累計利用者数が 4,000 万人を突破しました。
アプリ概要
ゲーム名

モンスターストライク

カテゴリ

ゲーム（アクション RPG）

プレイ料金

無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種

【iOS】iOS8.0 以降

（OS）

【Android】Android4.0.3 以降（一部非推奨端末あり）

http://www.monster-strike.com/news/20160223_1.html
利用方法

・各ストアで「モンスト」を検索
・ゲームダウンロード URL：
【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

“モンスターストライク”、“モンスト”、“MONSTER STRIKE”、“オラゴン”
、“X-FLAG”は株式会社ミクシィの商標および登録商標です。

