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オリジナルプラレール
「西武鉄道10000系（ニューレッドアロー）」を
発売します！
先行発売を４日間、２会場で開催！
・12 月 21 日（土）、22 日（日） 西武池袋本店 ９階屋上＝食と緑の空中庭園特設会場
・12 月 23 日（月）、24 日（火） 西武所沢 S.C. ７階＝特設会場
先行発売会場では 「オリジナルショッピングバッグ」 付きで発売（各日数量限定）
各会場では「西武線沿線情報」のご紹介のほか、 「レイルくん」 も登場します！
一般発売
・12 月 26 日（木）より駅ナカ・コンビニ「トモニー」

（一部店舗をのぞく）にて発売開始
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、オリジナルプラレール「西武鉄
道 10000 系（ニューレッドアロー）」を発売します。これにともない先行発売を 4 日間 2 会場で開催
します。12 月 21 日（土）と 22 日（日）は西武池袋本店 9 階＝食と緑の空中庭園特設会場にて、12
月 23 日（月）と 24 日（火）は西武所沢Ｓ.Ｃ.7 階＝特設会場にて開催し、
「オリジナルショッピン
グバッグ」付き（各日数量限定）で発売します。あわせて各会場では、西武線沿線情報のご紹介の
ほか、西武鉄道の公式駅員さんキャラクター「レイルくん」も登場し、みなさまをお迎えします。
また、一般発売は駅ナカ・コンビニ「トモニー」
（一部店舗をのぞく）で 12 月 26 日（木）から行
います。
「西武鉄道 10000 系（ニューレッドアロー）」プラレールは、特急電車運行開始 50 周年記念とし
て 2003 年 10 月以来 16 年ぶりの発売となります。また、車両前面の表示を「特急小江戸」とするな
ど仕様の変更も行います。お子さまへのクリスマスプレゼントなどこの機会にぜひお買い求めくだ
さい。
詳細は別紙のとおりです。

オリジナルプラレール
西武鉄道 10000 系（ニューレッドアロー）

オリジナルショッピングバッグ

※レールはつきません
ⒸＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
※画像はすべてイメージです。

【別紙】
■オリジナルプラレール

西武鉄道 10000 系（ニューレッドアロー）について

１．商
品
名：オリジナルプラレール 西武鉄道 10000 系（ニューレッドアロー）
２．パッケージサイズ：（約）縦 4cm×横 7cm×長さ 41cm
・3 両編成でそれぞれ連結・切り離し可能です。
・2 スピード・スイッチ OFF で手転がし遊び可能です。
・列車カード付き
・単 3 乾電池 1 本使用（別売り）
・レールは別売りです。
■先行発売について
１． 発売日時・場所
① 2019 年 12 月 21 日（土）、22 日（日） 各日 11：00～17：00
西武池袋本店 9 階屋上＝食と緑の空中庭園特設会場
※屋外のため、荒天の場合は予告なくイベント内容の変更や中止となる場合もございます。
② 2019 年 12 月 23 日（月）、24 日（火） 各日 10：00～20：00
西武所沢Ｓ.Ｃ. ７階＝特設会場
※予告なくイベント内容を変更する場合もございます。
※①・②のイベント内容の変更や中止などの情報は
西武池袋本店ホームページ「イケセイクリスマスマーケット」
（https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1416491.html ） を
ご確認ください。
２． 先行発売価格

2,800 円（税込）

３． その他
・
「西武鉄道 10000 系（ニューレッドアロー）」の プラレールは、1 回のご購入につき、
おひとりさま 2 個までとさせていただきます。また、「オリジナルショッピングバッグ」を
1 個のご購入につき 1 枚お付けいたします。
※「オリジナルショッピングバッグ」は、各日予定数量に達しましたら配布を終了させて
いただきます。また、4 日間の発売で予定配布数量に達しなかった場合は、他のイベン
トなどの販売でも使用いたしますのであらかじめご了承ください。
・イベントでの先行発売価格は、一般発売価格と異なります。（10 円単位切り上げ）
・4 日間とも、当日は現金のみのお取り扱いとなります。
・売り切れとなる場合もありますのであらかじめご了承ください。
・先行発売会場では、この冬に向けた西武線沿線情報のご紹介や西武鉄道の公式駅員さんキャラク
ター「レイルくん」の登場もございます。あわせてお楽しみください。
※「レイルくん」の登場時間は不定期になります。また、予告なく中止をさせていただく
場合もございます。

オリジナルショッピングバッグ

レイルくん
※画像はすべてイメージです。

■一般発売について
１． 発 売 開 始 日：2019 年 12 月 26 日（木）
２． 発 売 場 所：駅ナカ・コンビニ「トモニー」 以下の店舗となります。
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
３．一般発売価格：2,750 円（税込）
※1 回のご購入につき、おひとりさま 2 個までとさせていただきます。
※売り切れとなる場合もございますのであらかじめご了承ください。
※駅改修工事および店舗改良工事にともない、発売場所、店舗名などが一部変更になる場合が
あります。
※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/
〈参考〉
【プラレールとは】
「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）は、2019 年に発売 60 周年を迎えたロング
セラーの鉄道玩具で、3 世代にわたって愛されているブランドです。日本国内ではこれまで
に、累計約 1,480 種類、1 億 6,900 万個以上を販売しています（2019 年 1 月末現在）。
【10000 系

ニューレッドアローとは】

新宿線の特急電車運行開始と同時に 5000 系レッドアローの後
継車両として登場した車両が、10000 系ニューレッドアローです。
1993 年 12 月 6 日に西武新宿～本川越駅間を運行する特急「小江
戸」として運行を開始し、翌年 1994 年には池袋線 5000 系レッド
アローとの置き換えが開始されました。
5000 系レッドアローの誕生から 24 年ぶりの新造となり、
「ゆとり
とやすらぎの空間」をコンセプトに時代に合った車両が求められ、
5000 系レッドアローが 6 両編成で定員が 400 名だったのに対し、
10000 系ニューレッドアローは 7 両編成で 406 名と「ゆとり」を
追求しました。シートはグレーのリクライニングシートで内装も
グレーで統一し、シンプルなものとなっています。
2007 年 3 月 28 日には、新宿線西武新宿～本川越駅間で天皇・
皇后両陛下（当時）の行幸が行われ、お召し列車として運行さ

西武鉄道 10000 系（ニューレッドアロー）

れました。10000 系ニューレッドアローは現在も池袋線・西武秩
父線・新宿線で運行中です。
◇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］（なお、12 月 30 日～1 月 3 日はお休みします。）
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