第 19-101 号
2020 年 2 月 21 日
2020 年 2 月 28 日更新

池袋線で 5０年間ご愛顧いただいたレッドアロー号が定期運行を終了します

池袋線レッドアロー号 ラストラン プロモーションを実施！
2020 年２月 21 日（金）～2020 年 3 月１３日（金）
・レッドアロー号のラストランをイメージしたポスター掲出および記念クリアファイルを配布
・レッドアロー号ラストランロゴを掲出したヘッドマーク特急電車を運行
・レッドアロー号が池袋線と西武秩父線で定期運行を終了することを記念して式典を開催
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2 月 21 日（金）から 3 月 13 日（金）
まで、昨年から実施している西武秩父線開通 50 周年記念キャンペーン、および特急電車運行開始 50 周年
記念プロモーションのフィナーレ企画として、「池袋線レッドアロー号ラストランプロモーション」を実
施します。
これは、1994 年から現在まで 25 年を超えて池袋線・西武秩父線を運行している 10000 系（ニューレッ
ドアロー）車両が、3 月 13 日（金）で池袋線・西武秩父線で定期運行を終了すること、および池袋線・西
武秩父線をご利用のお客さまには、1969 年から現在まで 50 年間にわたり親しまれたレッドアロー号の愛
称で運行している定期列車が終了することに伴い、これまでご利用いただいてきた多くのお客さまと、沿
線のみなさまへの感謝の想いを込めて実施するものです。
駅構内、車内ではレッドアロー号のラストランをイメージしたグラフィックポスターを掲出します。ま
た、池袋駅、西武秩父駅と一部特急電車の車内では、グラフィックポスターをデザインしたクリアファイ
ルを配布、レッドアロー号ラストランロゴを掲出したヘッドマーク特急電車も運行します。そして、定期
運行最終日の 3 月 13 日（金）には式典を開催してプロモーションのフィナーレを飾ります。
レッドアロー号が池袋線・西武秩父線で定期列車として運行を終了するまで残りわずか。たくさんのお
客さまの想いを乗せて走り続けたレッドアロー号への最後のご乗車をお待ちしております。
3 月 14 日（土）以降の特急電車は、新宿線は 10000 系（ニューレッドアロー）、池袋線・西武秩父線で
は 001 系（ラビュー）に分かれての運行となり、当社の特急電車の新たな歴史が始まります。
これからも西武鉄道は、特急電車が皆さまから末永くご利用いただくことを目指し、様々な取り組みを
進めてまいります。
詳細は、別紙のとおりです。

池袋線レッドアロー号ラストランロゴ

池袋線レッドアローラストランロゴ

グラフィックポスターイメージ

【別 紙】
１．グラフィックポスターおよび装飾シートの掲出について
10000 系車両の名称ニューレッドアローから、「NEW is LAST」をキャッチコピーにして、夕暮れの中を
去り行く車両で、まもなく池袋線でラストランを迎えることを表現したポスター、および装飾シートを掲
出します。
（１）掲出期間
2020 年 2 月 21 日（金）以降～2020 年 3 月 13 日（金）まで
※掲出期間は各駅および各車両により異なります。
（２）掲出箇所
①駅構内（B1 サイズポスター）
池袋線・西武秩父線・狭山線・豊島線・西武有楽町線の各駅に掲出
※小竹向原駅を除く
②車内中吊り（B3 サイズポスター）
池袋線・西武秩父線・狭山線・豊島線・西武有楽町線を走行する各車両に掲出
※一部掲出しない車両があります。
※掲出箇所は各駅および各車両により異なります。
※掲出枠の都合上、掲出できない駅または車両が発生する場合があります。
③特急ホーム（装飾シート）
池袋駅特急ホーム壁面および床面に掲出
（３）ポスターおよび装飾シートイメージ

B１サイズポスター（駅掲出）

B３サイズポスター（車内掲出）

装飾シート（池袋駅特急ホーム掲出）

２．ヘッドマーク特急電車の運行について
10000 系ニューレッドアローとレッドアロークラシックをデザインしたヘッドマークを特急電車 1 編成
に掲出して運行します。
（１）掲出期間
2020 年 2 月 24 日（月・祝）～2020 年 3 月 13 日（金）まで

（２）運行路線
池袋線・西武秩父線
※車両運用の都合により運行しない日があります。
（３）掲出車両

西武線アプリ
アイコンイメージ

10000 系ニューレッドアロー 10110 編成(1 編成)
※お手持ちのスマートフォンに「西武線アプリ」をダウンロードしていただくと、列車走行位
置画面にてヘッドマーク特急電車の列車位置が簡単に確認できますのでぜひご利用くださ
い。なお、列車位置の確認はヘッドマーク特急電車が走行中の場合に限ります。
（４）ヘッドマーク特急電車イメージ

ヘッドマーク

掲出イメージ

2月28日(金)更新
昨今の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、以下のイベントを中止・延期とさせていただきます。
【延期】３．クリアファイルの配布
【中止】４．式典の開催
※クリアファイルの再配布時期は未定です。実施の際は改めて西武鉄道Webサイト等でお知らせします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
詳細については、西武鉄道Webサイトの「お知らせ」をご覧いただくか、駅係員におたずねください。
３．クリアファイルの配布について
日頃より池袋線で特急電車をご利用いただいているお客さまへ感謝の想いを込めて、グラフィックポス
ターをクリアファイル（A4 サイズ・非売品）にして配布します。
（１）配布日時・場所
①2020 年 3 月 08 日（日）10：15～13：30 頃まで
西武秩父駅 改札内
※西武秩父駅では、改札内のお客さまに配布します。
②2020 年 3 月 10 日（火）19：00～21：00 頃まで
池袋駅 特急ホーム入口 2 箇所
③2020 年 3 月 12 日（木）21：00～22：30 頃まで
池袋駅 特急ホーム入口 2 箇所
※池袋駅では、特急ホーム入口でクリアファイル配布時間帯の特急電車に乗車、降車するお
客さまのみにクリアファイルを配布します。池袋駅は、平日 19:00 以降に特急電車へ乗車する
お客さまには、特急券（チケットレスサービス Smooz のネット購入券も可）を確認させていた
だいております。特急電車から降車するお客さまには、車内で検札済のため特急券の確認は行
いません。

④2020 年 3 月 13 日（金）
池袋駅 15：30 発 ちちぶ 21 号 特急 西武秩父行き 池袋～所沢駅間
※池袋～所沢駅間の車内で係員がすべてのお客さまにクリアファイルを配布します。
（２）注意事項
・配布時間帯は前後する場合があります。（車内配布を除く）
・配布時間内であってもクリアファイルが無くなり次第配布を終了します。（車内配布を除く）
・クリアファイルは、各回おひとりさま１枚限りとさせていただきます。
・荒天またはその他の事由により、配布が中止となる場合がございます。中止の場合には事前に西
武鉄道 Web サイト「お知らせ」に掲出します。
・当日の運転状況等により配布前および配布途中で中止する場合があります。
（３）クリアファイルイメージ

表面

裏面

４．式典の開催について
10000 系ニューレッドアローが池袋線・西武秩父線で定期運行を終了することを記念して式典を開催し
ます。
（１）開催日時
2020 年 3 月 13 日（金）15：00～15：30 頃まで
（２）開催場所
池袋線 池袋駅 7 番ホーム（上り方）
（３）式典列車
池袋駅 15：30 発 ちちぶ 21 号 特急 西武秩父行き
※式典列車は特急ホームから発車します。
※10000 系車両の定期最終列車は、当日池袋 22：30 発むさし 49 号特急西武秩父行きの予定です。
（４）出 席 者
・西武鉄道株式会社 取締役社長 若林 久
・西武鉄道株式会社 鉄道本部 運輸部 池袋駅管区長 田口 文雄 ほか
（５）内

容

・レッドアロー号の紹介
・主催者による挨拶
・くす玉割り
・池袋駅管区長による出発合図 など
（６）注意事項
・式典は一般の方がご覧いただける観覧スペースはございません。また、ホーム上の一部エリアを
区切り、立ち入りを制限させていただきます。

・荒天またはその他の事由により、式典が中止となる場合がございます。中止の場合には事前に西
武鉄道 Web サイト「お知らせ」に掲出します。
・式典は当日の運転状況や混雑状況により、予告なく中止、内容変更となる場合がございます。
・マスコミや当社広報部などの取材、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 Web サイトや SNS 等で公開する場合があります。あらか
じめご了承ください。
５．その他
・現在、西武秩父線開通 50 周年特設 Web サイトを開設中です。特設 Web サイト内では、特急電車グラ
フィックポスターやムービーの 60 秒バージョンがご覧いただけるほか、秩父のグルメ・スイーツや
秩父にゆかりのあるアニメの紹介などがご覧いただけます。ぜひアクセスしてご覧ください。
【西武秩父線開通 50 周年特設 Web サイト】
https://www.seiburailway.jp/railways/chichibu/
・リリースに記載の内容は予定であり、予告なく変更する場合があります。
〈参考〉
・2019 年 7 月 4 日発行ニュースリリース
「西武秩父線開通 50 周年記念キャンペーン」を実施します
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20190704seibuchichibuline_50.pdf

・2019 年 10 月 8 日発行ニュースリリース
「特急電車運行開始 50 周年記念プロモーション」を実施します
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20191008limitedexpress50thanniversary.pdf

〈参考〉
■10000系ニューレッドアロー
1969年に西武秩父線の開通と同時に運行を開始した5000系レッドアローの後継車両として、1993年12月
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た。そして、翌年1994年には池袋
線5000系レッドアローとの置き換えも開始された。
10000系ニューレッドアローは、5000系レッドアローの誕生から24年ぶりの新造車両となり、
「ゆとりと
やすらぎの空間」をコンセプトに時代にあった車両が求められた。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。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る。
そして、2011年には、5000系レッドアローをイメージした塗色に変更したレッドアロークラシックが運
行を開始。現在まで毎日の通勤やお出かけに、また、秩父・川越への観光特急として多くのお客さまにご
利用いただいている。

10000 系ニューレッドアロー

5000 系レッドアローをイメージした塗装に
変更して運行するレッドアロークラシック

◇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

