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おかげさまで、南入曽車両基地は開設 50 周年を迎えます。

「西武トレインフェスティバル 2019 in 南入曽車両基地」
10 月 5 日(土)に開催！
南入曽車両基地を一般公開します（入場無料）
西武鉄道グッズ新商品を先行発売！
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、10 月 5 日（土）に新宿線南入曽車
両基地（埼玉県狭山市南入曽 1140）において、
「西武トレインフェスティバル 2019 in 南入曽車両基地」
を開催します。昨年より鉄道の日を記念してのイベントとしてタイトルを新たに秋季に開催しています。
このイベントは、普段見ることのできない車両基地を一般公開し、沿線にお住まいのお客さまが「親
子で楽しく鉄道体験できる」イベントとして、鉄道に親しんでいただくために行うものです。
今回は、大人気の電車と綱引き、電車の乗務員室で記念撮影、車両床下の見学、お子さま制服撮影、
電車の方向幕を利用したお楽しみ抽選などを行います。
南入曽車両基地は 1969 年 10 月 1 日に南入曽検車区として開設、今年で 50 周年を迎えます。当イベ
ントにあわせ南入曽車両基地開設 50 周年記念ロゴマークを作成し、ロゴマーク入りグッズを発売しま
す。また、西武鉄道グッズ新商品の先行発売を行います。
当日は、新所沢駅～南入曽車両基地間に臨時電車を運転し、イベント会場に 12 時以降に到着する臨
時電車で来場されたお客さまにはプレゼントを差しあげます。ぜひ、ご家族おそろいでお楽しみくださ
い。
詳細は、別紙のとおりです。

電車と綱引き
南入曽車両基地開設 50 周年記念
ロゴマーク

レールスター乗車体験
昨年の様子
※画像はすべてイメージです。

【別紙】
１．「西武トレインフェスティバル2019 in 南入曽車両基地」について
（１）開催日時

10 月 5 日（土）10：00～15：00（雨天決行・荒天中止）

（２）開催場所

南入曽車両基地（埼玉県狭山市南入曽 1140）

（３）入 場 料

無 料

（４）主な内容

①車両展示 今年は「Laview」がやってくる！
その他の車両は当日までのお楽しみ！
②電車と綱引き
③乗務員室で記念撮影
④電車内、床下見学
⑤お子さま制服撮影（駅・乗務員用）※女の子用もあります
⑥電車の方向幕を利用した「お楽しみ抽選」
⑦軌陸車乗車体験
⑧レールスター乗車体験
⑨非常ボタン体験
⑩南入曽車両基地の１日紹介（展示）
⑪洗車台通過体験（南入曽車両基地発、新所沢行臨時電車が通過します。
）
⑫留置電車の展示
⑬南入曽車両基地開設 50 周年記念ロゴマーク入りグッズの発売
⑭鉄道グッズの発売
⑮飲食販売等
※イベント内容は、都合により変更になる場合がございます。
※イベントの詳細および最新情報は、西武鉄道 Web サイトにて順次更新します。
（ https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/minamii
riso2019/index.html）

（５）交

通

①新所沢駅～南入曽車両基地間に臨時電車を運転します。
臨時電車でご来場の際は、お客さまがご乗車になる駅から新所沢駅までの乗車
券が必要になります。（新所沢駅～南入曽車両基地間は乗車無料）
PASMO・Suica などの IC カード乗車券もご利用いただけます。
※新所沢駅からご乗車の場合は、当日、新所沢駅改札付近でアンケートカード兼
乗車証を配布します。南入曽車両基地臨時改札口では係員にご提示のうえ、お
通りください。
※新所沢駅以外の駅からご来場のお客さまは、新所沢駅で改札を出場していただ
く必要はございません。
※イベント会場に 12 時以降に到着する臨時電車で来場されたお客さまにはプレ
ゼントを差しあげます。
（無くなり次第終了となります。
）
※南入曽車両基地では、混雑のため、臨時電車からの降車に時間がかかる場合が
ありますのでご了承ください。
※臨時電車の時刻などの詳細は、後日西武鉄道 Web サイトにてお知らせします。
（ https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/minamii
riso2019/index.html）
②新宿線

入曽駅下車、徒歩約 20 分（約 1.5kｍ）

※会場および会場付近には駐車場がございませんので、電車でご来場ください。

（６）そ の 他

※イベント会場には未舗装の箇所もございます。歩きやすい服装でお出かけくだ
さい。
※会場内にペットを伴ってのご入場はできませんのであらかじめご了承くださ
い。盲導犬などの補助犬（聴導犬・介助犬）は同伴いただけます。

２．南入曽車両基地開設 50 周年ロゴマーク入りグッズおよび西武鉄道グッズ新商品先行発売について
発 売 場 所 ：西武鉄道グッズ販売ブースにて
商品について ：①南入曽車両基地 50 周年半メッキスタンドバッジ
発売金額：700 円
発売数量：200 個
仕

様：
（約）直径 60 ㎜、厚さ 10 ㎜

②南入曽車両基地 50 周年オリジナルクリップ付ボールペン
発売金額：500 円
発売数量：200 個
仕

様：
（約）軸径 11.5 ㎜、全長 14.7 ㎜ （インクはすべて黒色です。
）

③南入曽車両基地 50 周年メモクリップ 3 個セット
発売金額：500 円
発売数量：200 個
仕

様：
（約）直径 31.5 ㎜、厚さ 3 ㎜

④GOGO キュービー 西武鉄道×カナヘイの小動物
発売金額：800 円
発売数量：300 個
仕

様：
（約）長さ 43.5mm×幅 26mm×高さ 27.5mm

⑤路線図カレンダー2020 LaviewBOX
発売金額：1,100 円
発売数量：300 個
仕

様：
（カレンダー）
（約）横 515 ㎜、高さ 728mm（B2 サイズ）
（LaviewBOX）（約）幅 48 ㎜×高さ 57 ㎜×長さ 596 ㎜

・価格はすべて税込となります。
イベント時の発売価格は一般発売価格とは異なります。
（10 円単位切り上げ）
・すべての商品は、１回のご購入につきお一人さま各１個までとさせていただきます。
・売り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。
・現金のみのお取り扱いとなります。
・①~③の商品については 10 月 5 日（土）以降の販売の有無について 10 月 9 日（水）に
西武鉄道 Web サイト『駅ナカ・コンビニ「トモニー」
』のページにてお知らせします。
https://www.seiburailway.jp/guide/shop/tomony/
・お客さまや近隣住民の方への安全を配慮するため、イベント前日および当日の早朝から並ぶなどの
行為はご遠慮ください。

商品イメージ

南入曽車両基地 50 周年記念

南入曽車両基地 50 周年記念

南入曽車両基地 50 周年記念

半メッキスタンドバッジ

オリジナルクリップ付ボールペン

メモクリップ 3 個セット

GOGO キュービー
西武鉄道×カナヘイの小動物

路線図カレンダー2020 LaviewBOX

一般発売について
「GOGO キュービー 西武鉄道×カナヘイの小動物」および「路線図カレンダー2020 LaviewBOX
は、10 月 12 日（土）より駅ナカ・コンビニ「トモニー」の以下の店舗にて発売します。
池袋駅1階改札内店（A店）、池袋駅地下改札外店（B2号店）、東長崎駅店、
練馬駅店、練馬高野台駅店、石神井公園駅西口店、大泉学園駅店、保谷駅店、
東久留米駅店、清瀬駅店、所沢駅店（改札外）、小手指駅店、狭山ヶ丘駅店、
飯能駅店、西武新宿駅店（正面口）、高田馬場駅橋上店、中井駅店、鷺ノ宮駅店、
上石神井駅店、西武柳沢駅店、田無駅店、東村山駅店、航空公園駅店、
狭山市駅店、本川越駅店、 国分寺駅店、玉川上水駅店
・一般発売価格はイベント時と異なり、以下の価格での発売となります。
GOGOキュービー 西武鉄道×カナヘイの小動物

発売金額

770円（税込）

路線図カレンダー2020 LaviewBOX

発売金額 1,019円（税込）

・駅改良工事および店舗改修工事に伴い発売場所、店舗名等が一部変更になる場合があります。
・商品は売り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。
・通信販売も実施します。詳しくは、西武鉄道 Web サイト「西武鉄道グッズ」をご確認ください。
https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/index.html
◇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

