2020 年 1１月１８日

ところざわサクラタウン グランドオープン記念

観光庁が提言する「あたらしいツーリズム」の一環で実施！
西 武 鉄 道 株 式 会 社
株式会社 KADOKAWA
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）は、株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代
田区、代表取締役社長：松原 眞樹）と協力し2020年11月25日（水）から202１年2月１4日（日）まで、「ところざ
わサクラタウン×西武鉄道『涼宮ハルヒの直観』タッチラリー」を開催します。
これは、2020 年 11 月 25 日（水）に 9 年半ぶりに最新刊を発売する「涼宮ハルヒシリーズ」最新作「涼宮ハル
ヒの直観」とコラボし、感染対策として新しい生活様式を取り入れた周遊イベントとして、交通系 IC カードを活用
したデジタル形式で開催するものです。
タッチラリーは、「ラリー参加カード」を以下の場所でお求めいただき、西武線沿線の各ポイントに設置してある
専用端末にて、交通系 IC カード（PASMO 等）とラリー参加カードを連動させることでスタートします。
購入場所①： 西武鉄道池袋駅構内の「西武ツーリストインフォメーションセンター池袋」
購入場所②： ところざわサクラタウン内の「ダ・ヴィンチストア」
各ポイントの専用端末に連動した交通系 IC カードをタッチすると、スタンプを取得できます。メインポイント３か
所のスタンプを集めることで、 クリア賞として「オリジナルマスクケース」をプレゼント！
また、残り２か所のポイントをまわり、スタンプ全 5 種類を集めるとコンプリート賞として「オリジナルステッカー」
をプレゼントします。さらにスタンプ全５種類の達成者は “Ｗチャンス”にご応募いただくことができ、「原作者・谷
川流 サイン入り『涼宮ハルヒの直観』」文庫本を抽選で５名さまにプレゼントします！
詳細は、別紙のとおりです。

オリジナルステッカー

※画像はイメージです

別紙
「ところざわサクラタウン×西武鉄道『涼宮ハルヒの直観』タッチラリー」概要
1．実施期間

2020 年１１月 25 日（水）～2021 年 2 月 14 日（日）

２．特設サイト

URL： https://www.seiburailway.jp/railways/seibuharuhi/

３．実施内容

ステップ１ 「ラリー参加カード」を西武ツーリストインフォメーションセンター池袋もしくは
ところざわサクラタウン内のダ・ヴィンチストアで購入します。
※「ラリー参加カード」は西武ツーリストインフォメーションセンター池袋と
ところざわサクラタウン ダ・ヴィンチストアでデザインが異なります。

ラリー参加カード
「涼宮ハルヒ」デザイン池袋 ver

ラリー参加カード
「鶴屋さん」デザインダ・ヴィンチストア ver

ステップ２ 西武線沿線5か所に設置されているいずれかのラリー端末にて、交通系ICカードと「ラリ
ー参加カード」を登録し、連動させます。

連動方法
① ラリー端末に交通系ICカードをタッチ
② 画面に従い、ラリー端末に「ラリー参加カード」記載のQRコードを読み込む
③ 連動完了！スタートポイントのスタンプゲット
※1枚の「ラリー参加カード」に連動できる交通系ICカードは1枚のみです。
一度連動した「ラリー参加カード」は他の交通系ICカードと連動できません。
※連動開始後はラリーが終了するまでは、次のラリー参加カードを同じICカード
に連動させることができません。

※画像は全てイメージです
ラリー端末

ステップ３ ステップ２で、連動した交通系ICカードをラリー端末にタッチ、メインポイント3か所
のスタンプを集めると、ラリー端末からクリア賞引換券が発券されます。引換場所に
て引換券とクリア賞「オリジナルマスクケース」を交換。
※クリア賞は引換時期によってデザインが異なります。
＜オリジナルマスクケース＞

※引換期間：2020 年 11 月 25 日（水）～2021 年 1 月 7 日（木）

※引換期間：2021 年 1 月 8 日（金）～2021 年 2 月 14 日（日）
※デザインは画像と異なる場合があります。

ステップ４ さらにエクストラポイント2か所を追加で集め、スタンプを5種類コンプリートすると
ラリー端末からコンプリート賞引換券が発券されます。
引換場所にて引換券とコンプリート賞「オリジナルステッカー」を交換。
※「クリア賞引換券」「コンプリート賞引換券」がない場合は、いかなる場合でも
プレゼントはお渡しできません。
Wチャンス スタンプを5種類コンプリートすると「Wチャンス」に応募できます。「コンプリート賞

引換券」とともに「Wチャンス」の応募券がラリー端末より発券されます。
ご応募いただいた方の中から抽選で合計５名さまに「原作者・谷川流サイン入り『涼宮
ハルヒの直観』」文庫本をプレゼントします。
※応募締切：2021年2月２１日（日）まで
※ラリー参加カード 1 枚につき、1 回の応募となります。
※当選の結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※Ｗチャンスの賞品は予告なく変更する場合がございます。
4．ラリー端末設置場所

10：00～18：00 以外の時間は、スタンプの取得・交通系 IC カードの連動はできません。

■メインポイント
・池 袋

駅 ： 地下 1 階イベントスペース（改札外）

・所沢駅東口 ： 西武バス待合室（改札外）
※年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日） 休業予定

・ところざわサクラタウン ： ダ・ヴィンチストア
■エクストラポイント
・所沢市民文化センター ミューズ ： 管理棟１F
※定休日：毎月第 2・第 4 火曜日／休業日：年末年始（12 月 28 日～1 月 3 日）

・新所沢パルコ ： Let’s 館１F
※定休日：1 月 1 日

※スタンプ取得場所は予告なく変更する場合がございます。

5.クリア賞・コンプリート賞プレゼント引換場所
池袋駅 ：西武ツーリストインフォメーションセンター池袋 8:00～18:00
ところざわサクラタウン ：ダ・ヴィンチストア 10:00～20:00
6．「ラリー参加カード」概要
（1）発売期間：2020 年 11 月 25 日（水）～2021 年２月 14 日（日）
（2）発売場所・時間：池袋駅 ：西武ツーリストインフォメーションセンター池袋 8:00～18:00
ところざわサクラタウン ：ダ・ヴィンチストア 10:00～20:00
（３）発売金額：440 円（税込）
※交通系 IC カードでのみ購入できます。
※ラリー参加カードにシリアル番号等の記載はございません。
7.対象交通系 IC カード
全国相互利用対象の交通系 IC カード（PASMO、Suica 含）でご利用いただけます。
8．ラッピングバス
「ところざわサクラタウン×西武鉄道『涼宮ハルヒの直観』タッチラリー」のデザインを装飾した
ラッピングバスを西武バスで運行予定です。
（１）運行期間：2020 年 12 月 7 日（月）～2021 年 2 月末まで （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）号

車： 574 号車（A1-５７４）（1 両）

（３）運行区間： 所沢駅東口～東所沢駅
所沢駅東口～東所沢駅～志木駅南口
（４）デザインイメージ

※画像はイメージです

9．その他
・クリア賞およびコンプリート賞は数量限定です。品切れの際は、実施期間中であってもプレゼントの配布を
終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・本イベントはさまざまな状況を考慮し、予告なく中止・変更させていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
・イベント参加に係る通信費などは、すべてお客さまのご負担です。
・スマートフォンの操作は、お客さまご自身でお願いいたします。
・ラリー参加カードの払い戻しはできません。
・QR コードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。
・「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。
・「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
・本事業は、観光庁が提言する「あたらしいツーリズム」の一環で実施しています。
【「あたらしいツーリズム」とは？】
観光庁が推進する、感染を予防しながら、旅行者の皆様が安心して楽しんでいただけるよう、「新しい旅のエチ
ケット」にそった観光を、旅行者の皆様とともに創り上げる事業です。この「あたらしいツーリズム」に参画している
観光事業は、いずれも新型コロナウイルス感染症対策の専門家の監修の下、さまざまな観光場面における感染予
防対策マニュアルを整え、それに基づく運営を実施することにより、魅力的で安心・安全な観光の実現を目指して
います。
https://newnormaltourism.jp/

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉
・新型コロナウイルス感染防止に向けて、西武鉄道では各種取り組みを実施・推進しています。
https://www.seiburailway.jp/news/information/20201102_information.pdf
（2020 年１１月 2 日現在）
イベント参加のお客さまにおかれましても、マスク着用や会話を控えるなど感染予防にご協力をお願いします。
【参考】
〇小説『涼宮ハルヒの直観』について
著者：谷川 流 イラスト：いとうのいぢ
発売：2020 年 11 月 25 日（水）
発行：株式会社 KADOKAWA（角川スニーカー文庫）
定価：本体 720 円＋税
ISBN：9784041107928【９年半ぶりの小説最新刊が遂に発売決定】
不思議も異変もない日常を、ハルヒと SOS 団の「直観」が読み解く！
250 ページを超える完全書き下ろし「鶴屋さんの挑戦」に、画集・雑誌に収録された 2 編の短編を加えた待望
の「涼宮ハルヒ」シリーズ最新刊！

〇「涼宮ハルヒ」シリーズとは
角川スニーカー文庫の小説シリーズ。
第 1 巻『涼宮ハルヒの憂鬱』（2003 年刊行）は第８回スニーカー大賞〈大賞〉を受賞。
全世界累計 2,000 万部突破しており、「ライトノベルの金字塔」ともいえる作品。
メディアミックスでは、TV アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」（2006 年）、「長門有希ちゃんの消失」（2015 年）、劇場
版アニメ「涼宮ハルヒの消失」（2010 年）と 9 年間で 3 度の映像化を果たした。
ほか、ゲーム・グッズ・関連書籍など展開は多岐にわたる。
■「涼宮ハルヒ」シリーズ特設サイト
https://sneakerbunko.jp/haruhi/
■「涼宮ハルヒ」シリーズ公式 Twitter
https://twitter.com/haruhi_official

©Nagaru Tanigawa, Noizi Ito／KADOKAWA
◇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。
［短縮営業時間： 9 時～17 時（全日）］
※お客さまおよび従業員への新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止を目的に、当面の間、
平日の営業時間を短縮しております。
以 上

