
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 1 9 年 1 0 月 3 0 日 

西 武 鉄 道 株 式 会 社 
西武レクリエーション株式会社 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）および西武レクリエーション（本社：埼玉

県所沢市、社長：藤井拓巳）が運営する「西武秩父駅前温泉 祭の湯」では、西武秩父線開通 50 周年企

画の一環として 11 月 8日（金）から 2020年 1月 13 日（月・祝）まで、株式会社コロプラが提供するス

マートフォン向け 3D アクション RPG「白猫プロジェクト」とのコラボ企画「西武鉄道で行く！白猫温泉

物語～冒険の続きは秩父で～」を実施します。 

この企画は同時期に上記ゲーム内で配信されるイベント「白猫温泉物語 3 ULTRA HOT」に合わせて開催

されるものです。ゲーム内イベントは、お祭りと温泉に賑わう「ちちぶの島」で登場キャラクターが島

内で起こる事件や謎を解決するという、秩父の観光名所がモチーフになったストーリーです。 

西武鉄道では、ゲーム内イベントに登場するキャラクター4人がデザインされたコースター型記念乗車

券の発売およびラッピング電車「白猫トレイン」の運行、西武秩父駅の装飾などを行います。 

「西武秩父駅前温泉 祭の湯」では、オリジナルグッズやコラボメニューを販売します。更に、施設の

割引やオリジナルコースター、ポストカードがもらえる特典もあります。 

その他、祭の湯をはじめ秩父地域を回るスタンプラリーも実施されます。ゲームをプレイしながら、

リアル世界でのコラボ企画もお楽しみください。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

2019 年 11 月 8 日（金）～2020 年 1 月 13 日（月・祝） 

「西武鉄道で行く！白猫温泉物語～冒険の続きは秩父で～」を実施！ 

「白猫プロジェクト」×西武秩父線開通 50周年コラボ企画 

スマートフォン向け 3Dアクション RPG「白猫プロジェクト」が

西武鉄道および「西武秩父駅前温泉 祭の湯」などとコラボし、 

秩父を舞台にリアルイベントを開催！ラッピング電車の運行や 

スタンプラリー、オリジナルグッズ・コラボメニューの販売など 

楽しさいっぱい♪      

＜キャラクター達が秩父銘仙を着た「白猫温泉物語」コラボメインビジュアル＞ ＜オリジナルグッズ＞ ＜コラボメニュー＞ 

※画像はイメージです 



【別紙】 

 

「白猫プロジェクト×西武鉄道」実施内容について  

 

１．「白猫プロジェクト×西武鉄道コラボ記念乗車券」発売 

 

（１）発売期間 

2019 年 11月 8日（金）5：00～2020 年 1月 13日（月・祝）終電車まで 

 

（２）発売箇所 

池袋駅、西武秩父駅、西武新宿駅（特急券うりば）、所沢駅の 4駅 

 

（３）発売金額 

1 セット 2,000円（税込） 

 

（４）発売数 

3,000 セット 

 

（５）有効期間 

2019 年 11月 8日（金）～2020年 2月 29日（土） 

 

（６）有効区間 

・ 池袋駅から 790円区間（大人・1枚） 

・ 西武秩父駅から 510円区間（大人・1枚） 

・ 西武新宿駅から 350円区間（大人・1枚） 

・ 所沢駅から 350円区間（大人・1枚） 

 

（７）仕様・デザイン 

「白猫温泉物語 3 ULTRA HOT」登場キャラクター（アイシ

ャ・リーラン・シズク・リーチェ）がデザインされたコー

スター型乗車券 4 枚を、クリアー素材のオリジナル台紙に

セット（右図） 

 

（８）注意事項 

・ おひとりさま 1回の購入につき、3セットまでの発売とさせていただきます。 

・ 現金のみでの販売です。 

・ 各乗車券のバラ売りはいたしません。 

・ 売り切れ次第、発売を終了いたします。 

・ 自動改札機は通れません。 

・ 払いもどしをする際は、所定の手数料（1 セットにつき 220 円）をいただきます。なお、払いもど

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。 

※画像はイメージです 



２．ラッピング電車「白猫トレイン」運行 

（１）運行期間 

2019 年 11月 5日（火）～2020年 1月中旬（予定） 

※車両運用の都合により運行しない日もございます。 

 

（２）使用車両 

40000 系 1編成 

 

（３）運行区間 

池袋線、狭山線、西武秩父線、西武有楽町線、東京メトロ有楽町線・副都心線、東急東横線、横浜高

速みなとみらい線（予定） 

 

（４）デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．西武秩父駅装飾 

（１）掲出期間 

2019 年 11月 11日（月）～2020年 1月中旬（予定） 

 

（２）掲出箇所 

・ 西武秩父線西武秩父駅橋上通路 

・ 西武秩父線西武秩父駅 1番ホーム 

 

（３）デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 

※画像はイメージです 



４．コラボポスターの掲出 

（１）掲出期間 

2019 年 11月 8日（金）以降順次～2020年 1月 13日（月・祝）まで 

※媒体により掲出しない期間もございます。 

 

（２）掲出箇所 

・ 西武鉄道各駅の駅構内（駅ばりポスター） 

※小竹向原駅・多摩川線各駅を除きます。 

・ 西武鉄道車両内（中づりポスター） 

※掲出されない車両もございます。 

 

 

 

「白猫プロジェクト×西武秩父駅前温泉 祭の湯」実施内容について  

 

１．実施期間   

2019 年 11月 8日（金）～2020年 1月 13日（月・祝） 

※12月 2日（月）・3日（火）および年末年始は除外となる内容もございます。詳細は Web サイトをご

参照ください。 

 

２．実施内容 

（１）コラボフードの販売 

 ①販売店舗  ・おやつ本舗 

        ・焼肉ホルモン ほうりゃい苑 

 ②メニュー  ・リーチェのぽあい！ オレンジフロート！（税込 500円） 

・アイシャの「拒絶する」コーラフロート（税込 500 円） 

・リーランのお気に入りハスカップミルク（税込 500 円） 

・進軍せよ！リーランの兵糧みそぽてと（税込 500 円） 

・レディサモン！ ゲン担ぎわらじかつ！！（税込 1,200円）  

・ゴエモン、怒りの激辛炙り豚味噌丼（税込 1,200 円） 

・ベンケイの「そういうことじゃねぇだろ」風たこ焼き（税込 600 円） 

・キャトラも満足！大盛りカニカマうどん（税込 1,200円） 

・白猫コラボ期間限定！スタミナ定食（税込 1,400 円） 

・シズクのオススメちちぶの清酒（税込 800円） 

 ③購入特典  500～999 円のメニューは 1 枚、1,000 円～のメニューは 2 枚、お買い上げごとに白猫

キャラ達の特製コースター（全 18種）をプレゼントします。 

※数量限定のため、なくなり次第終了です。 

※ご注文時にランダムでのお渡しとなります。種類の指定はできません。 
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（２）オリジナルグッズの販売 

①販売店舗  ・ちちぶみやげ市 

②グ ッ ズ  ・白猫温泉物語×秩父コラボスタンプラリー 冊子＆特典ショッパー（税込 1,500円） 

       ・ごくらく星たぬきのケロリン桶（税込 1,430 円） 

       ・白猫温泉物語 星たぬきのおまんじゅう（税込 1,296円） 

       ・白猫温泉物語 和紙缶バッジ（全 6種）（税込 550 円） 

・白猫温泉物語 根付ウッドストラップ（全 6種）（税込 880 円） 

・白猫温泉物語 マフラータオル（税込 2,750円） 

・白猫温泉物語 アクリルパネル 秩父ビジュアル（税込 3,300円） 

・落書き風パーカー(L) （税込 5,500 円） 

・箔押し和柄トレーディング缶バッジ（税込 500円）※リアルガチャ商品 

・3Dモデルトレーディングアクリルスタンド（税込 550円） 

       ※一部の商品は祭の湯限定販売です。 

       ※商品は一例です。今後追加になる場合もございます。また、売り切れによりお買い

求めいただけない場合もございますので、予めご了承ください。 

③購入特典  白猫プロジェクトコラボ商品を含んだ商品を 2,000円（税込）以上お買い上げごとに、

白猫キャラ達の特別仕様ポストカード（全 15種）をランダムで 1枚プレゼントします。 

※リアルガチャ商品は対象外ですのでご注意ください。 

※数量限定のため、なくなり次第終了です。 

 

（３）祭の湯（温泉エリア）入館料割引＆TCGキャンペーンカードプレゼント 

 ①参加条件  温泉フロントでご自身のスマートフォン等にインストールされている「白猫プロジェ

クト」のアプリアイコンをお見せください。 

②特  典  入館料を 300 円引き＆白猫 TCG（トレーディングカードゲーム）秩父コラボキャンペー

ンカードをプレゼントいたします。カードは、12月 8日（日）までと、12月 9日（月）

からでデザインを変更いたします。 

 

（４）その他 

 館内に白猫プロジェクトのキャラクターがデザインされた提灯やパネルを設置します。 

 

 

 

その他  

 

上記以外にも、「西武秩父駅前温泉 祭の湯」もスポットに含まれる秩父・長瀞エリアで開催されるス

タンプラリーや、地元企業とコラボした商品・割引など、秩父の街を舞台に盛りだくさんの企画が実施

されます。また、今後も随時新企画をお知らせしていきます。 

各企画の詳細や、ゲームについては下記 Webサイトをご覧ください。 

【コラボ特設サイト URL】https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/collabo_chichibu/ 

 

 

※スマートフォン等を見ながら歩く「歩きスマホ」は、大変危険ですのでおやめください。 

※画像はイメージです 

https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/collabo_chichibu/


◇参考 

【『白猫プロジェクト』基本情報】 

『白猫プロジェクト』は、簡単操作で楽しめる本格 3Dアクション RPGです。

バトルや街づくりのほか、最大 4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。

壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、まさに王道な RPG

をスマートフォンで実現。 

◆アプリ名：白猫プロジェクト 

◆価格：アイテム課金制 

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/ 

◆公式 Twitterアカウント：https://twitter.com/wcat_project 

▼Google Play：   

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.wcat 

▼App Store：  

https://itunes.apple.com/jp/app/id895687962 

▼Amazon Android アプリストア：    

https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE 

※Kindle Fire シリーズ以外では、上記 URLより Amazon Androiアプリスト 

アを Android™端末にインストールし、お楽しみください。 

 

©COLOPL, Inc. 

 

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。 

※AMAZONは、Amazon Services LLC およびその関連会社の商標です。 

※App Store、iTunesは、米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。 

※Android、Google、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC 

の商標です。 

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。 

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となりま

す。 

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム 

提供方式により提供されます。 

※20歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらう 

か、一緒に購入するようにしてください。 

 

 

◇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］ 

 

西武秩父駅前温泉 祭の湯 TEL. (0494)22-7111 

 ［お問合せ時間：全日 10 時～18 時］ 

 

 

以 上 

 

  

 

 

 

 

 

http://colopl.co.jp/shironekoproject/
https://twitter.com/wcat_project

