
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2018 年 3 月 4 日（日）、玉川上水車両基

地にて「拝島ライナーお披露目イベント」を開催します。 

これは、3 月 10 日（土）から新宿線・拝島線において 40000 系車両および有料座席指定列車「拝島ライナ

ー」が運行開始することを記念して開催するもので、玉川上水車両基地では 40000 系車両の撮影会や内覧会

を実施するほか、「拝島ライナーデビュー記念乗車券」の先行発売や拝島ライナー停車駅の昔の駅舎写真展な

どを実施します。さらに、当日は 40000 系車両が初めて新宿線・拝島線でお客さまにご乗車いただいて運転

する「40000 系車両新宿線・拝島線初運行臨時列車」を運行します。日頃、新宿線・拝島線をご利用いただ

いているお客さまをはじめ、皆さまに拝島ライナーをお披露目する初めての機会です。ぜひお誘いあわせの

うえご来場ください。 

 詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17-101 号 
 2018 年 2 月 16 日 

2018年 3月 4日（日）「拝島ライナーお披露目イベント」を 

玉川上水車両基地で開催します 
・「拝島ライナーデビュー記念乗車券」を先行発売！ 

・40000系車両（拝島ライナー）の撮影会を実施！ 

・40000系車両 新宿線、拝島線初運行臨時列車（有料）を玉川上水車両基地まで運行！ 

「40000系」車両（拝島ライナー） 「拝島ライナーデビュー記念乗車券」 

台紙（イメージ） 



【別紙】 

１．「拝島ライナーお披露目イベント」について 

玉川上水車両基地にて、40000系車両（拝島ライナー）の展示、記念乗車券の先行発売等を行います。 

（１）開催日時：2018年 3月 4日（日）一般入場 10：30～15：00（雨天決行・荒天中止） 

※「40000系車両新宿線・拝島線初運行臨時列車」にご乗車のお客さまは先行入場できます。 

（２）開催場所：玉川上水車両基地内（東京都東大和市桜が丘 3丁目 44番 6号） 

※拝島線・多摩モノレール玉川上水駅から徒歩約 12分 

※会場および会場付近には駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

（３）入 場 料：無料 

※事前申込は必要ありません。 

※開催場所までの交通費はお客さま負担となります。 

（４）主な内容： ①40000系車両等撮影会 

         ※車両前面の行先表示器は、種別：拝島ライナー、行先：拝島で展示する予定です。 

②40000系車両内覧会 

③拝島ライナーデビュー記念乗車券の先行発売 

④拝島ライナー停車駅昔の駅舎写真展 

⑤鉄道グッズの発売 など 

 （５）その他 

・都合によりイベントの内容が予告なく変更または中止になる場合があります。 

・近隣住民の方のご迷惑となりますので、徹夜で会場の外にお並びいただくことはおやめください。 

・会場内にペットを伴ってのご入場はできません。盲導犬などの補助犬（聴導犬・介助犬）は同伴いた

だけます。 

・玉川上水車両基地は、一部通路が狭い箇所や段差等がありバリアフリーには対応しておりません。 

・イベント来場記念として「拝島ライナーお披露目イベント来場記念カード」をおひとりさま 1 枚プレ

ゼントします。（先着 4,000名さま。無くなり次第、配布を終了します。） 

・会場内に撮影スペースを設けます。撮影スペース内での三脚や脚立などの使用はお断りします。来場

者の皆さまにもれなく写真撮影を楽しんでいただくため、撮影スペース内は係員が一定時間ごとに案

内誘導させていただきます。 

 

２．「40000系車両 新宿線・拝島線 初運行臨時列車」運行について 

 初運行臨時列車は西武新宿～玉川上水車両基地まで運行します。ご参加にはイベントチケットをお買い求

めください。 

  ※臨時列車の種別・行先は「臨時」を表示します。 

※拝島ライナーデビュー記念ヘッドマークを取付して運行する予定です。 

（１）実 施 日：2018年 3月 4日（日） 

（２）集合場所：新宿線 西武新宿駅 正面改札外 券売機前（らぽっぽ西武新宿店の横） 

（３）集合時間：7：50～8：20集合 

（４）参加費用：１名 1,500円（税込）※大人・小児同額 

（５）特 典：①40000系車両パンフレット プレゼント 

        ②イベント限定オリジナルアルミボトル プレゼント 

        ③玉川上水車両基地内まで乗車、イベント会場へ先行入場 

（６）イベントチケット購入方法 

 ■期間内に申し込まれた方の中から抽選で当選者を決め、当選された方のみに発売いたします。 

受 付 方 法：Web申込み 



受 付 期 間：2月 16日(金)15：00～2月 22日(木)23:59 

当 選 発 表 日 時：2月 24日(土)15：00 

   支 払 期 間：2月 24日(土)15：00～2月 26日(月)23:00 

※クレジットカード決済でお申込みの方は、当選時に即時決済となります。 

決 済 方 法：全国のローソン・ミニストップでの店頭支払いまたはクレジットカード

発 券 方 法：全国のローソン・ミニストップ Loppiにて 

お申込みはこちら ⇒ http://l-tike.com/haijimaliner/ 

※当選の際、イベント参加料のほかにシステム利用料等別途手数料がかかります。 

※1 名さまでお申込みの場合、当日他のお客さまとご相席いただく場合がございますので予めご了

承ください。 

※当選・落選はローソンチケット Web ページ内の「『マイページ』でのご確認」または「ご登録のメ

ールアドレスに通知」でのご案内となります。 

※当選のお客さまは、支払期間中にお支払いいただけないとキャンセルとなりますのでご注意くだ

さい。 

※お客さまの通信状況により当落通知メールが届かない場合もございますので、必ず抽選結果発表

期間内に 『マイページ（申込詳細）』にて当落結果をご確認ください。 

※当選・落選メールが届かなかった場合のお問合せは一切お答えできません。 

※当落確認期間終了後のメール未着による当選・落選の未確認に関するお問合せには一切お答えで

きません。 

※ドメイン指定受信、メール指定受信ご利用の方は、｢l-tike.com｣、｢lhe.lawson.co.jp｣を受信で

きるよう必ず設定してください。 

■キャンセルなどにより空席ができた場合は、以下のとおり追加募集（2 次受付）および Loppi での発売

を行います。 

受付方法：Web申込みまたは全国のローソン・ミニストップ Loppi【Lコード：34004】 

発 売 日：2月 28日(水)12:00～ ※予定席数に達し次第終了 

※発売開始後一時的に売り切れ表示となった場合も、予約中のお客さまが発券しなかった場合には

順次発売が再開されます。 

※2 次受付では、クロスシートは 1・2 名席とボックス席（4 名用）に分かれます。3 名さまでの参

加をご希望の場合はボックス席（4 名用。4 名さま分の料金が必要です。）をお買い求めいただけ

ればご乗車できます。 

＜その他注意事項＞ 

・小児料金の設定はございません。おひとりさまにつき 1 枚のチケットが必要です。ただし、3 歳以下の

お子さまが大人の膝の上でご参加いただく場合チケットは不要です。座席が必要な場合は 1 人 1 枚チケ

ットが必要となります。 

・マスコミや当社広報部署での取材、写真撮影などを実施します。撮影した動画や画像は、当日の様子と

してモザイク処理などを施さずに公開する場合があります。ご了承の上でチケットをご購入ください。 

・チケット購入後はいかなる場合においても、お客さまのご都合でのキャンセル、払い戻し、座席の変更

はできません。 

・車内のトイレはご使用できませんのであらかじめご了承ください。 

・座席はクロスシートとロングシートがお選びいただけますが、席を指定することはできませんのであら

かじめご了承ください。 

・臨時列車は玉川上水車両基地内まで運転します。到着後イベント会場へ入場できますが、当日の運転状

況により先行入場できない場合がありますのでご了承ください(玉川上水車両基地へは 10：00 頃到着予

定)。※参加費用の返金はいたしません。 

http://l-tike.com/haijimaliner/


・玉川上水車両基地は、一部通路が狭い箇所や段差等がありバリアフリーには対応しておりません。降車

時は階段からお降りいただくため、ベビーカーなどに乗車したままお降りいただくことはできませんの

でご了承ください。 

・「拝島ライナーデビュー記念乗車券」をお買い求めのお客さまは、一度会場の外に出て一般入場のお客さ

まの列の最後尾にお並びください。 

  

３．「拝島ライナーデビュー記念乗車券」について 

 （１）発売期間：先行発売 2018年 3月 4日（日）10:30～15:00まで 

         一般発売 2018年 3月 6日（火）5:00～2018年 3月 31日（土）終電車まで 

 （２）発売場所：先行発売 「拝島ライナーお披露目イベント会場」特設発売ブース 

         一般発売 西武新宿・小平・玉川上水・拝島の 4駅 

 （３）発売金額：１セット 1,000円 

 （４）発 売 数：先行発売 2,000セット ※売り切れ次第、発売終了となります。 

         一般発売 1,000セット ※売り切れ次第、発売終了となります。 

         （西武新宿 400セット、小平 300セット、玉川上水 200セット、拝島 100セット） 

 （５）有効期間：2018年 3月 4日（日）～2018年 3月 31日（土）まで 

          ※各券片につき１回に限り有効 

 （６）有効区間：西武新宿駅から大人 370円区間、高田馬場駅から大人 270円区間、 

小平駅から大人 210円区間、拝島駅から大人 150円区間 

 （７）仕 様：オリジナル台紙に硬券乗車券 4枚をセット 

（８）そ の 他：・先行発売 おひとりさま 5セットまでの発売  

・一般発売 おひとりさま 2セットまでの発売 

・各乗車券のバラ売りはしません。 

         ・お求めの際、券番号の指定はできません。 

・払い戻しをする際は、所定の手数料をいただきます。なお、払い戻しは全券片が未使

用かつ有効期間内で、内容物がすべて揃っているものに限り、発売駅にて取り扱いま

す。 

 

◇お客さまのお問合せ先 

【拝島ライナーお披露目イベントに関するお問合せ】 

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］ 

 

【40000系車両 新宿線・拝島線初運行臨時列車のチケットに関するお問合せ】 

ローソンチケット TEL.0570-000-777 

［営業時間：10 時～20時］ 

 

以 上 


