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平成最後のクリスマスは、優雅な車内で至福のひと時を

「52 席の至福」クリスマストレイン 2018
・

12 月 22・23・24 日の３日間、
【
「52 席の至福」クリスマストレイン 2018】を開催します！

・

クリスマストレインでは 4 つの特別イベントを実施！（ブランチ・ディナーコース共通）
 西武遊園地駅に 1 時間程停車し、西武園ゆうえんちへご案内します
（ブランチコースは大観覧車から東京の都心～西部にかけての展望を、ディナーコースは大観覧車から園内イルミネー
ションを一望！）

 芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミーによるミニコンサートで優雅なフルコースを演出
 デザートは「52 席の至福」特製クリスマスケーキを提供
 特別なクリスマスの思い出に、記念乗車証とグループごとの記念写真をプレゼント
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、特別で優雅な空間と時間を楽しむこ
とのできる全席レストラン車両の西武 旅するレストラン「52 席の至福」
（以下、
「52 席の至福」）を 2016
年 4 月 17 日（日）より運行しております。
このたび、2018 年 12 月 22 日（土）
・23 日（日・祝）
・24 日（月・振休）の 3 日間、昨年・一昨年に開
催し好評を博したクリスマス特別運行を、今年も【「52 席の至福」クリスマストレイン 2018】として開
催します。
“特別な日”にお客さまに選んでいただけるレストランとして、「52 席の至福」クリスマストレイン
2018 では、2018 年 10～12 月に提供しているコース料理の他に、西武園ゆうえんち大観覧車の乗車、車
内での“芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミー”によるミニコンサート、
「52 席の至福」特製クリス
マスケーキ、記念乗車証・記念写真のプレゼントの 4 つの特別イベントを実施し、今年も“特別なクリ
スマス”を演出します。
申込受付は先着順で、
「52 席の至福」専用 Web サイトにて 11 月 14 日（水）15 時 00 分から、
「52 席の
至福」専用 Web サイトおよびポケカルお客様センターで開始します。今年のクリスマスも「52 席の至福」
の優雅な車内で至福のひと時をお過ごしください。
詳細は、別紙のとおりです。

西武園ゆうえんち
ホワイトランタジア～雪と氷の世界～

料理の一例
2018 年 10～12 月ディナーコース

「52 席の至福」車内ミニコンサート
※画像はすべてイメージ

＜別紙＞
【
「52 席の至福」クリスマストレイン 2018 について】
１．コース内容
【日

程】

【運行時刻】

2018 年 12 月 22 日（土）
・23 日（日・祝）・24 日（月・振休）
“クリスマスブランチコース” 池

袋 10 時 28 分頃 → 西武新宿 13 時 52 分頃

“クリスマスディナーコース” 西武新宿 16 時 44 分頃 → 池

袋 20 時 18 分頃

※3 日間とも同時刻で運行します。
※発車時刻・到着時刻は予定です。確定後の運行時刻は最終旅行案内書でお知ら
せします。
【食事内容】

2018 年 10～12 月期のブランチコース・ディナーコースの料理メニューと同内容
https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/meal/
＜ブランチコース＞ イタリアンダイニング ジリオン（東京／竹芝）
料理長 阿部 洋平 氏 監修
＜ディナーコース＞ サルベージ（埼玉／秩父）
オーナーシェフ 坪内 浩 氏 監修
※それぞれのコースで、
「52 席の至福」Web サイト 2018 年 10～12 月期のブランチ
コース・ディナーコースの「ご提供料理」で紹介しているデザートに替えて、
「52
席の至福」特製クリスマスケーキをご提供します。

【旅行代金】

“クリスマスブランチコース” 1 名さま 14,000 円（税込）
“クリスマスディナーコース” 1 名さま 17,500 円（税込）
※旅行代金に含まれるもの
乗車チケット（最終旅行案内書および旅行参加権利）
・コース料理・西武園ゆう
えんち入園料・大観覧車乗車料・記念写真つき記念乗車証・西武線 1 日フリー
きっぷ・諸税
※大人のみの設定で、こどもの設定はございません。
※最少催行人員は各コースとも 20 名です。

【募集開始】

2018 年 11 月 14 日（水）15 時 00 分より

【ポイント】

①「52 席の至福」特製クリスマスケーキのご提供
②西武園ゆうえんち入園
“クリスマスブランチコース”
大観覧車から東京の都心～西部にかけての展望・所沢の自然あふれる景色をご覧い
ただけます。
※西武園ゆうえんちでの自由散策はできません。西武遊園地駅～大観覧車の間を
係員が誘導案内いたします。

※西武園ゆうえんち中央口と連絡する西武遊園地駅北口にはバリアフリー設備は
ございませんのであらかじめご了承ください。
“クリスマスディナーコース”
大観覧車から東京の夜景、西武園ゆうえんちのイルミネーション「ホワイトランタ
ジア～雪と氷の世界～」を一望できます。
※大観覧車は各日のクリスマスディナーコースの申込順にご乗車いただきます。
一般のお客さまよりも優先して乗車可能ですが、最初に乗車されるグループ様
と、最後に乗車されるグループ様とでは 20 分程度の差がつきます。あらかじめ
ご了承ください。
（ご旅行当日、西武遊園地駅到着前に乗車順を記したご案内をお渡しします。）
※大観覧車のご乗車後は、西武園ゆうえんちのイルミネーション「ホワイトラン
タジア～雪と光の世界～」を自由に散策することができます。
なお、自由散策を希望しないグループ様向けに、係員の引率による園内周遊も
お選びいただけます。
※西武園ゆうえんち中央口と連絡する西武遊園地駅北口にはバリアフリー設備は
ございませんのであらかじめご了承ください。
③芸劇ウインド・オーケストラ・アカデミーによるミニコンサート
今回演奏していただく演奏家は、東京芸術劇場が 2014 年度から実施している芸劇ウ
インド・オーケストラ・アカデミー（プロフェッショナル演奏家育成プロジェクト）
のメンバーで、厳しいオーディションに合格し、現在池袋を中心に活躍中の若手演
奏家たちです。心地よい音楽とともに、優雅な鉄道の旅をどうぞお楽しみください。
④記念乗車証・記念写真
ご乗車中にテーブルごとの記念撮影を行い、記念写真と「52 席の至福」記念乗車証
をセットで参加者全員にプレゼントします。記念乗車証には写真をセットできるよ
う切り込みが入っていますので、あわせてお飾りいただくこともできます。
※記念乗車証および記念写真は、
「52 席の至福」Anniversary プランで提供してい
る記念乗車証・記念写真と同等品です。
※ 内容は予告なく変更する場合があります。
※ 「52 席の至福」クリスマストレイン 2018 では、Anniversary プランおよび限定ワインのお申
し込みはできません。

２．申込方法
「52 席の至福」クリスマストレイン 2018 の申込受付は、2018 年 11 月 14 日（水）15 時 00 分から「52
席の至福」専用 Web サイトおよび、ポケカルお客様センターにて開始します。
【インターネットでの申込受付】
■申込方法

PC・スマートフォンなどで、「52 席の至福」専用 Web サイトにアクセス。
https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/

・ Web 受付で同コースにお申込みをされる場合、コース・人数選択画面では、“クリ
スマスブランチコース”は「ブランチコース」を、“クリスマスディナーコース”
は「ディナーコース」を選択してください。
・ 原則として旅行催行日の 11 日前まで申込可能です。
催行日程によっては 11 日前よりも後に申込可能な場合もあります。
・ 旅行催行日の 11 日前までに最少催行人員に満たなかった場合は、催行を中止する
場合があります。
■受付時間

24 時間受付（予告なくメンテナンスを行う場合があります。
）

■支払方法

クレジットカードによるオンライン決済
※使用可能なクレジットカード
VISA カード、Master カード、JCB カード
アメリカン・エキスプレスのカード、ダイナースクラブカード

【お電話での申込受付】
■受付窓口

ポケカルお客様センター 電話：03-5652-7072

■営業日時

9 時 00 分 ～ 18 時 00 分 年中無休（年末年始を除く）

■支払方法

払込票によるお支払い
※ゆうちょ銀行、及び、各種コンビニエンスストア（セブンイレブン、ファミリー
マート、ローソン、サンクスなど）

■受託会社

株式会社ポケカル
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 20-1 5F
東京都知事登録旅行業 第 2-6811 号
一般社団法人 全国旅行業協会正会員

３．旅行企画・実施・販売
西武鉄道株式会社 本社営業所
〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11 番地の 1
埼玉県知事登録旅行業 第 2－1184 号 一般社団法人全国旅行業協会正会員
以

◇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］

上

