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西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）および株式会社サンリオ（本社：東京都品川

区、社長：辻 信太郎）では、2018年3月4日（日）から2018年12月下旬までの約10ヵ月間、「スマイルトレイ

ン10th×ぐでたま5th記念キャンペーン ～レールの上にも10年、白身の上にも5年～」を実施します。 

今年で運行開始から10周年を迎える西武鉄道30000系車両“スマイルトレイン”は、「生みたてのたまごの

ようなやさしく、やわらかなふくらみ」をイメージしたデザインの車両です。そして、今年5周年を迎えた

サンリオの人気キャラクター「ぐでたま」は、Twitterのフォロワー数が100万人を突破した、ぐでぐでとや

る気のないたまごのキャラクターです。この度、“スマイルトレイン”と「ぐでたま」がコラボし、たまご

がモチーフつながりで2018年を盛り上げます。 

本キャンペーンのフラッグシップイベントとして、30000系“スマイルトレイン”を西武鉄道の車両の中

でも人気の高い黄色でラッピングし、すべての車両に「ぐでたま」をデザインした「ぐでたまスマイルトレ

イン」を運行します。「ぐでたまスマイルトレイン」は3月4日（日）に玉川上水車両基地で開催する「拝島

ライナーお披露目イベント」で公開し、イベントには「ぐでたま」も登場します。 

また、キャンペーン開始に合わせ「ぐでたまスマイルトレイン運行記念乗車券」を販売するほか、玉川上

水駅に「フォトスポット」を設置、そして各種媒体にて「オリジナルアニメーション」も放映します。 

そのほかの企画については、順次、特設webサイトで情報を発信します。 

詳細は、別紙のとおりです。  

「ぐでたま」が西武鉄道を盛り上げます！ 
 
 
 
 
 

 

・黄色い30000系「ぐでたまスマイルトレイン」を運行！ 

…3/4（日）「拝島ライナーお披露目イベント」にて 

                   「ぐでたまスマイルトレイン」公開＆★「ぐでたま」が登場★ 

・「ぐでたまスマイルトレイン運行記念乗車券」発売！ 

・「ぐでたまオリジナルアニメーション」放映！  etc. . . 

                              まだまだ企画は続きます♪ 

記念キャンペーン メインロゴマーク 



【別紙】 

スマイルトレイン 10th×ぐでたま 5th記念キャンペーン 

～レールの上にも 10年、白身の上にも 5年～について 

 

１．「ぐでたまスマイルトレイン」の運行 

（１）運行期間  2018年 3月 5日（月）～2018年 12月下旬  ※予定 

（２）編 成  30000系 8両編成（1編成） 

（３）運行区間  池袋線、豊島線、狭山線など  ※予定 

（４）内  容  「たまご」をモチーフとした 30000系スマイルトレインが、ぐでたまとコラボした特別 

車両に変身しました。ぐでたまの可愛らしいイラストから、西武線沿線をイメージし 

た描き下ろしイラストまで多彩なデザインを施しました。 

さらに、車両内装もぐでたま特別仕様になっています。 

ぜひ、西武線へ「ぐでたまスマイルトレイン」を探しにいらしてください。 

 

 

 

○ 玉川上水車両基地での「拝島ライナーお披露目イベント」における 

「ぐでたまスマイルトレイン」の公開および「ぐでたま」ステージショーについて ○ 

 

①「ぐでたまスマイルトレイン」の公開について 

・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） 

・開催場所  玉川上水車両基地（玉川上水駅から徒歩約 12分） 

※拝島ライナーお披露目イベント内 

・内 容  できたてホヤホヤの「ぐでたまスマイルトレイン」を、拝島ライナーお披露目イベント 

       内で休憩用車両として使用します。外装の一部のほか、内装もご覧いただけます。 

・そ の 他  外装は基地内の構造物などにより見えにくくなっておりますので、ご了承ください。 

 

      ②「ぐでたま」ステージショーについて 

・開催日時  2018年 3月 4日（日） 

①11時 30分頃より 20分程度  ②13時 30分頃より 20分程度 

・開催場所  玉川上水車両基地（玉川上水駅から徒歩約 12分）特設ステージ 

   ・内  容  「ぐでたま」とおしゃべりができるスペシャルなステージショーを実施します。 

・そ の 他  時間や内容が変更となる可能性があります。また、当日の会場の混雑状況等により、 

「ぐでたま」ステージショーをご覧いただけない場合や実施しない可能性があります。 

予めご了承ください。 

 

  ※「拝島ライナーお披露目イベント」の詳細は、2018 年 2 月 16 日付リリース「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で開催します」をご参照ください。 

   https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2017/20180216haijimarainaohirome.pdf 

※画像はイメージです 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2017/20180216haijimarainaohirome.pdf


２．「ぐでたまスマイルトレイン運行記念乗車券」発売について 

（１）発売詳細  【先行発売】 

  ・発売日時 2018年 3月 4日（日）10時 30分～15時 00分 

※なくなり次第発売終了 

          ・発売箇所 玉川上水車両基地 「拝島ライナーお披露目イベント」会場内 

   ※同日先行発売する「拝島ライナーデビュー記念乗車券」とは、会場内の別の場所 

で発売しますので、同時に購入することはできません。「拝島ライナーデビュー記 

念乗車券」をお求めのお客さまは改めて列の最後尾にお並びいただきます。 

            ※同日運行する「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、「拝島ライナーお披露目イベント」に先行入場できますが、「拝島ライナー 

デビュー記念乗車券」および「ぐでたまスマイルトレイン運行記念乗車券」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 

びいただきます。 

【一般発売】 

  ・発売日時 2018年 3月 13日（火）初電車～2018年 5月 31日（木）終電車 

※なくなり次第発売終了 

          ・発売箇所 池袋駅、所沢駅、西武球場前駅、玉川上水駅  

（２）発売金額   １セット 1,000円（税込）  

（３）発 売 数   3,000セット（うち、先行発売 1,000セット） 

（４）有効期間   2018年 3月 4日（日）～2018年 5月 31日（木） 

※各券片につき片道 1回に限り有効 

（５）有効区間   ・多 磨駅から 150円区間（大人・1枚） 

          ・玉 川 上 水駅から 270円区間（大人・1枚） 

          ・西武球場前駅から 240円区間（大人・1枚） 

          ・正 丸駅から 340円区間（大人・1枚） 

           ※「たま」にかけて 4駅を選定 

（６）仕  様   オリジナル台紙に硬券乗車券 4枚をセット 

（７）注意事項   ・先行販売ではおひとりさま 3セットまで、一般発売ではおひとりさま 5セットまで 

の発売とさせていただきます。 

          ・各乗車券のバラ売りはしません。 

          ・現金のみでの発売です。 

・お求めの際、券番号の指定はできません。 

・自動改札機は通ることができません。 

・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で、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。 

（８）デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

表面 中面 

※画像はイメージです 

裏面 



３．フォトスポットの設置について 

（１）設置期間   2018年 3月 4日（日）9時 30分～終了時期未定 

           ※3月 4日（日）は「拝島ライナーお披露目イベント」へ来場されたお客さまにより、

大変混雑する可能性がありますのでご了承ください。 

           ※改札内に乗車以外の目的で入場する場合は、入場券をお求めください。ただし、列車

に立ち入ることはできません。 

（２）設置場所   拝島線 玉川上水駅 （改札内と改札外に 2ヵ所ございます） 

（３）デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．オリジナルアニメーション「ぐでたまツア～ 西武鉄道編」の放映について 

（１）放映期間   2018年 3月 4日（日）～2018年 12月下旬  ※予定 

           ※放映開始日は放映場所により異なります 

           ※放映場所によっては上記期間でも放映がない場合があります 

（２）内 容   西武鉄道と「ぐでたま」がコラボした、オリジナルアニメーションを放映します。 

（３）放映場所   西武鉄道「Smileビジョン」 

西武鉄道 特設 Webサイト https://www.seiburailway.jp/railways/gudetama/ 

YouTube 西武鉄道公式チャンネル  

 

５．特設ｗｅｂサイト等について 

スマイルトレイン 10th×ぐでたま 5th記念キャンペーンサイト 

（１）開設期間  2018年 3月上旬～2018年 12月下旬  ※予定 

（２）Ｕ Ｒ Ｌ  https://www.seiburailway.jp/railways/gudetama/ 

（３）内 容  キャンペーンの最新情報やイベントの詳細を発信 

 

サンリオ ぐでたま 5周年スペシャル公式サイト 

（１）開設期間  2018年 1月～12月末まで 

（２）Ｕ Ｒ Ｌ  https://www.sanrio.co.jp/special/gudetama/5th/ 

（３）内 容  ぐでたまが 5 周年を迎え、地球をぐでたま色に染め上げたぐでたまとニセたまさんは今度は

宇宙をぐでたま色に染め上げるべく飛び出した！？キャンペーンの最新情報やイベントの詳

細を発信 

 

サンリオ ぐでたま公式 Twitter 

Ｕ Ｒ Ｌ   https://twitter.com/gudetama_sanrio/ 

 

６．その他 

  各施策のスケジュールや内容につきましては、現時点での予定であり変更となる場合がございます。 

予めご了承ください。 

※画像はイメージです 

改札外フォトスポット 改札内フォトスポット 

https://www.seiburailway.jp/railways/gudetama/
https://www.seiburailway.jp/railways/
https://www.sanrio.co.jp/special/gudetama/5th/
https://twitter.com/gudetama_sanrio/


◇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 


