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ラグビーワールドカップ 2019™開催地へのアクセス駅、
多摩川線 武蔵境駅にて
ハイネケンプレゼンツ

「ハイネケン酒場 in 武蔵境」を実施します！
■9 月 16 日（月・祝）
武蔵境駅に停車中の電車内で、チケット制・一日限定の
「トレインビアガーデン」を開催！
■9 月 20 日（金）・21 日（土）、
10 月 5 日（土）・6 日（日）・19 日（土）
・20 日（日）
武蔵境駅改札外にて「ステーションパブ」を開催！
■駅ナカ・コンビニ「トモニー」一部店舗では
「ハイネケン 350ml 缶」ご購入でもれなく
「オリジナルステッカー」をプレセント！

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2019年9月16日（月・祝）から
10月20日（日）までのうち計7日間、ハイネケンプレゼンツ「ハイネケン酒場 in 武蔵境」を実施します。
これは、ラグビーワールドカップ2019™会場のひとつである「東京スタジアム」へのアクセス駅である「多
摩川線 武蔵境駅」および「多摩川線 多磨駅」を、より多くの皆さまに知っていただくため、ラグビーワー
ルドカップ2019™ワールドワイドパートナーである「ハイネケン」がコラボし、実施するものです。
ラグビーワールドカップ2019™開催前の9月16日（月・祝）には武蔵境駅に停車中の電車内にて一日限定の
「トレインビアガーデン」
（チケット制）を開催します。武蔵境駅ホームに停車させたラグビーワールドカッ
プ2019™ラッピングの101系電車車内という非日常空間で、ラグビーワールドカップ2019™ワールドワイドパー
トナー「ハイネケン」のハイネケンビール（生ビール）が2時間飲み放題でお楽しみいただけます。
また、ラグビーワールドカップ2019™開催中には期間限定で武蔵境駅改札外にて「ステーションパブ」を開
催します。武蔵境駅ご利用の際に、手軽にハイネケンビール（生ビール）1杯からお楽しみいただけるビール
酒場となっています。
さらに、駅ナカ・コンビニ「トモニー」の一部店舗では8月29日（木）より「ハイネケン350ml缶」を1本ご
購入につき、
「ラグビーワールドカップ2019™ ×ハイネケン オリジナルステッカー」をプレセントします。
ぜひこの機会に、ラグビーワールドカップ 2019™観戦へのおでかけとともに、武蔵境駅にてハイネケンビー
ルをお楽しみください。
詳細は、別紙のとおりです。

※ラグビーワールドカップ ラッピング車両イメージ
※ハイネケンビールイメージ
（提供方法は異なります）

【別 紙】

＜ハイネケン酒場 in 武蔵境 トレインビアガーデンについて＞
１．開催日時
2019 年 9 月 16 日（月・祝）
①12：00～14：00
定員 120 名 （受付時間 11：00～11：55 受付場所 多摩川線 武蔵境駅改札外）
②15：00～17：00
定員 120 名 （受付時間 14：00～14：55 受付場所 多摩川線 武蔵境駅改札外）
２．イベント概要
武蔵境駅ホームに停車中のラグビーワールドカップ 2019™ラッピングの 101 系電車車内という非日常空間
で、ラグビーワールドカップ 2019™ワールドワイドパートナー「ハイネケン」のハイネケンビール（生ビール）
が 2 時間飲み放題に！お弁当やおつまみもついてきます。また、ホーム上には参加者専用の臨時売店がオープ
ンし、おつまみやソフトドリンクなども追加購入ができます。
３．チケット価格、概要
＜前 売 り＞チケット価格

お一人さま 4,500 円（税込）

＜当日発売＞チケット価格

お一人さま 5,000 円（税込）

■ハイネケンビール（生ビール） 2 時間飲み放題
・1 杯目は缶ビールを提供します
・ビールサーバーは駅ホームにあります
・座席は全席指定です。ビールは電車内の指定座席にてお楽しみいただきます
■米八特製お弁当付き
■おつまみ付き
※イベントの特性上、20 歳未満の方はご参加いただけません。
※ビール電車はイベント中走行しません。
４．チケット発売方法
＜前売り＞ローソンチケットによる発売（先着順）
チケット価格 お一人さま

4,500 円（税込）

■発売開始日時 2019 年 8 月 23 日（金）12：00～（予定枠数に達し次第募集終了）
■ローソンチケット（Web サイト、Loppi、電話）による発売
（L コード：32114）
・Web サイト：https://l-tike.com/seibu-heineken
・Loppi：ローソン・ミニストップに設置の Loppi にて L コードを入力しお買い求めください。
・電話：TEL:0570-000-777 （10:00～20:00）
※座席は全席指定となります。
※お申込み人数は、2 人（2 組まで応募可能）または 3 人（1 組まで応募可能）となります。
それぞれ、予定枠数に達し次第募集を終了します。
＜当日発売＞多摩川線 武蔵境駅改札外 特設ブースでの発売（先着順）
チケット価格 お一人さま 5,000 円（税込）

※現金支払いのみ

■発売日時 2019 年 9 月 16 日（月・祝）
①（12：00 スタートの回）…11：00～11：55

②（15：00 スタートの回）…14：00～14：55

※「＜前売り＞ローソンチケットによる発売」にて全席完売となった場合は発売いたしません。
※座席は全席指定となります。
※発売枚数は当日の残席によります。

５．ホーム上特設売店について
武蔵境駅ホーム上に、1 日限定でイベント参加者専用の臨時売店がオープンします。ハイネケンビール以外
の飲み物や、ちょっとしたおつまみをお求めいただけます。
（ハイネケン酒場の開催時間に合わせて営業します。）
６．その他
・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、払い戻しはできま
せん。
・ご乗車される号車を指定することはできませんので予めご了承ください。また、係員の指示なく、指定さ
れた車両以外へのご乗車はご遠慮ください。
・なお、当日の運転状況等によりイベント内容が変更になる場合がありますので予めご了承ください。この
場合でも参加費用の返金はいたしません。
・各施策の内容につきましては、現時点での予定であり変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＜ハイネケン酒場 in 武蔵境 ステーションパブについて＞
１．開催日時
2019 年 9 月 20 日（金） 14：00～22：20
21 日（土）

12：15～18：50

10 月 5 日（土）

13：00～19：35

6 日（日）

10：45～16：20

19 日（土）

15：15～21：50

20 日（日）

15：15～21：50

※開催日時は予告なく変更する場合があります
２．イベント概要
ラグビーワールドカップ 2019™会場へ向かう前後や、武蔵境駅ご利用の際に、手軽にハイネケンビール（生
ビール）1 杯からお楽しみいただけるビール酒場が武蔵境駅改札外にて期間限定でオープンします。
また、ハイネケンビールだけでなく、ストロングボウをはじめとしたアルコール飲料や、ちょっとしたおつ
まみもお買い求めいただけます。
（前売りチケット制ではありませんので、ふらっと立ち寄りその場でお楽し
みいただけます。
）
３．その他
各施策の内容につきましては、現時点での予定であり変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

＜駅ナカ・コンビニ「トモニー」での「ラグビーワールドカップ 2019™ ×ハイネケン オリジナルステッカー」
プレゼントの実施について＞
駅ナカ・コンビニ「トモニー」
（一部店舗を除く）ではラグビーワールドカップ開催にあたり 8 月 29 日（木）
より「ハイネケン 350ml 缶」を 1 本ご購入につき、
「ラグビーワールドカップ 2019™ ×ハイネケン オリジナ
ルステッカー」を 1 枚プレセントします。
（数量限定）
この機会にぜひご利用ください。
１．配布開始
2019 年 8 月 29 日（木）より ※なくなり次第終了
２．実施店舗
駅ナカ・コンビニ「トモニー」の以下の店舗で実施いたします。
池袋駅地下 1 階改札内店（Ｂ店）
、練馬駅店、大泉学園駅店、東久留米駅店、所沢駅店（改札外）
、
小手指駅店、武蔵藤沢駅店、入間市駅店、飯能駅店、西武新宿駅店（正面口）、西武新宿駅北口店、
高田馬場駅橋上店、高田馬場駅早稲田口店、中井駅店、鷺ノ宮駅店、上石神井駅店、田無駅店、
東村山駅店、狭山市駅店、本川越駅店、国分寺駅店
※駅改良工事または店舗改修工事等により実施店舗の一部が変更となる場合がございます。
３．対象商品
ハイネケン 350ml 缶 262 円（税込）
４．内容
実施店舗にて対象商品を 1 本ご購入につき「ラグビーワールドカップ 2019™ ×ハイネケン
オリジナルステッカー」を 3 種類のうちいずれか 1 枚プレゼントいたします。
（種類はお選びいただけません。
）

※オリジナルステッカーイメージ

５．その他
・オリジナルステッカーは各店舗数量限定につきなくなり次第配布終了となります。
・状況により対象商品が品切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。
◇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

