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「シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩 /いちご 限定ランチ」を運行
監修シェフ自らが振る舞う、この日だけの特製コース料理と
いちごのデザートをお楽しみいただける特別運行
202１年２月２３日（火・祝）限定企画

「５２席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘仙」を運行
さまざまな秩父のお酒が試飲できる特別運行
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）では、特別で優雅な空間と時間を楽しむことの
できる全席レストラン車両の「西武 旅するレストラン『52席の至福』」（以下、「52席の至福」）を運行しています。
この度、202１年２月１９日（金）に「シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ」と題し、西武
新宿駅発→西武秩父駅着のアーリーランチ、西武秩父駅発→西武新宿駅着のレイトランチの2コースを運行しま
す。監修シェフ自らが振る舞う料理を楽しめるコースとなっており、今回は、デザートに旬の秩父産いちごをふん
だんに使用したデザートをご用意。有機栽培の自社農園の野菜や秩父産食材を使用したイタリアンが楽しめる秩
父の名店『Cucina Salve（クチーナ サルヴェ、旧店名：SALVAGE）』の坪内 浩氏が乗車し、料理を振る舞いま
す。
また、11月3日（火・祝）に実施し好評を博した「52席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン with 秩父銘仙」の第
2弾として、202１年２月２3日（火・祝）に「52席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘
仙」を実施します。秩父で製造されたワイン、ウイスキー、ビールからワンドリンクサービスおよび各種地酒を試飲
できる特別運行で、西武新宿駅発→西武秩父駅着、西武秩父駅発→西武新宿駅着の2コースを運行します。お食
事は、今回の企画限定で、「わらじかつ」や「みそポテト」などの秩父ご当地グルメをふんだんに使った特製秩父お
つまみ重と特別デザートをお楽しみいただきます。
詳細は、別紙のとおりです。

シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩
スペシャルデザート（イメージ）

52 席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘仙
秩父の地酒、特別デザート（イメージ）

別紙１
「シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ」について
コース内容
【コ ー ス】
【日
程】
【運行時刻】

シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ
202１年２月１９日（金）
＜アーリーランチコース＞
西武新宿 11時18分頃発→西武秩父 13時50分頃着
＜レイトランチコース＞
西武秩父 14時16分頃発→西武新宿 16時32分頃着
【食事内容】 ・坪内シェフが考案する特製コース料理 ３品 + 秩父産いちごを使用した特製デザート
※当日は坪内シェフが乗車し、調理します。
・選べる紅茶
※フリードリンクで提供している紅茶とは別に数種類ご用意した中からお選びいただけます。
【旅行代金】 1名さま10,000円（税込）
【旅行代金に含まれるもの】
乗車チケット（西武線1日フリーきっぷ）、お食事代、諸税
※＜アーリーランチコース＞、＜レイトランチコース＞は、同じサービス内容です。
※記載メニューは変更する場合がございます。詳細は「52席の至福」専用Webサイトにてご確認ください。
※車内でのお飲み物について、ソフトドリンク・コーヒー・紅茶などはフリードリンクとなっております。
各種アルコール類は有料です。
※発車時刻・到着時刻は予定です。時刻は「52席の至福」専用Webサイトまたは最終旅行案内書でお知ら
せします。
※内容は予告なく変更する場合があります。
※「シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ」では、プレミアム・ワイン、プレミアム・デ
ザート、Anniversary プランのお申し込みはできません。

◆「シェフズトレイン ５２席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ」シェフ

■坪内 浩 Cucina Salve（旧店名：SALVAGE）オーナシェフ
1980年、埼玉県秩父市出身。
自家農園を持ち、昼間は米や大麦、養鶏、約150品目に及ぶ無農薬・無化学肥料の
農産物を自家農園で自ら育て、イチローズモルトの原料としても採用されるほど。レ
ストランではその日収穫した食材からディナーのメニューを考える。
2014年、埼玉県が推進する、“極上”の名店、「埼玉S級グルメ」として認定される。
2015年、日本イタリア料理協会入会、2017年2月、ジュリアーノ・タッシナーリ氏
（イタリア）を秩父に迎えコラボレーションディナを開催。イタリア料理の技術的な活
動を認められ証書（ディプロマ）を授与される。2017年6月、サンマリノ共和国にて
「サンマリノ・日本まつり2017」日本代表シェフチームとして参加。2018年3月、ア
メリカ合衆国カルフォルニア州サラトガ市にて「chichibu naight」エグゼクティブ
シェフとして郷土の食材の魅力をカルフォルニアへ伝え高く評価された。

別紙２
「52席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘仙」について
コース内容
【コ ー ス】 52席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘仙
【日
程】 202１年２月２3日（火・祝）
【運行時刻】 ＜１便＞ 西武新宿 10時47分発→西武秩父 13時58分着
＜２便＞ 西武秩父 17時42分発→西武新宿 20時02分着
【食事内容】 ・52席の至福オリジナルアミューズ
・特製秩父おつまみ重
・特別デザート（オリジナルグラス付き）
・選べる秩父のお酒ワンドリンクサービス
① イチローズモルトホワイトラベル（ベンチャーズウィスキー）
② 秩父麦酒（ベアーズビール）
③ よいどれ兎（兎田ワイナリー）
・秩父の地酒試飲サービス
※秩父銘仙を着たスタッフがサービスいたします。
【旅行代金】 1名さま12,000円（税込）
【旅行代金に含まれるもの】
乗車チケット（西武線1日フリーきっぷ）、お食事代、お土産代、諸税
※＜1便＞、＜2便＞は、同じサービス内容です。
※記載メニューは変更する場合がございます。詳細は「52席の至福」専用Webサイトにてご確認ください。
※車内でのお飲み物について、ソフトドリンク・コーヒー・紅茶などはフリードリンクとなっております。
各種アルコール類は有料です。
※内容は予告なく変更する場合があります。
※「52 席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘仙」では、プレミアム・ワイン、プレミ
アム・デザート、Anniversary プランのお申し込みはできません。

ちちぶ乾杯共和国

「52 席の至福」/秩父銘仙

【ちちぶ乾杯共和国】とは…
2019 年に埼玉県秩父市など秩父地域１市４町は「ちちぶ乾杯共和国」の建国を宣言しました。
埼玉県北西部に位置する秩父エリアは「日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー・ビール・リキュール・どぶろく」など、
さまざまな種類のお酒が造られており、わが国でも有数の"酒どころ"です。
ベンチャーウイスキー（秩父市）のブランド「イチローズモルト」が、英国で開かれた品評会「ワールド・ウイスキー・
アワード」で４年連続で世界最高賞を受賞しました。
国産ブドウを使ったワインの審査会「日本ワインコンクール２０１９」でも、秩父ワイン（小鹿野町）が出品した白ワイ
ンが４年連続で金賞を受賞するなど、年々評価が高まっています。
◆ちちぶ乾杯共和国Webサイト
https://www.chichibu-omotenashi.com/kanpai/

別紙３
申込方法
「シェフズトレイン 52席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ」および「52席の至福 ちちぶ乾杯共和国
トレイン ALL STAR with 秩父銘仙」の申込受付は、2020年１１月26日（木）15時00分から「52席の至
福」専用Webサイトおよび、ポケカルお客様センターにて開始します。
≪インターネットでの申込受付≫
■申込方法 PC・スマートフォンなどで、「52席の至福」専用Webサイトにアクセス。
https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/
・Web受付で「シェフズトレイン 52席の至福×坪内 浩/いちご 限定ランチ」コースにお申
込みをされる場合、コース・人数選択画面では、アーリーランチコースは「ブランチコース」
を、レイトランチコースは 「ディナーコース」を選択してください。
「52席の至福 ちちぶ乾杯共和国トレイン ALL STAR with 秩父銘仙」コースにお申込
みをされる場合、コース・人数選択画面では、１便は「ブランチコース」を、２便は 「ディナー
コース」を選択してください。
・原則として旅行催行日の11日前まで申込可能です。催行日程によっては11日前よりも後
に申込可能な場合もあります。
・旅行催行日の11日前までに最少催行人員に満たなかった場合は、催行を中止する場合が
あります。詳しくは専用Webサイトでご確認ください。
■受付時間 24 時間受付（予告なくメンテナンスを行う場合があります。）
■支払方法 クレジットカードによるオンライン決済
※使用可能なクレジットカード
VISA、Master、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ
≪お電話での申込受付≫
■受付窓口 ポケカルお客様センター 電話：03-5652-7072
■営業日時 土休日を除く平日9時00分～13 時00分 年中無休（年末年始を除く）
※電話受付は当面の間、上記営業日時となっております。
■支払方法 払込票によるお支払い
※ゆうちょ銀行及び各種コンビニエンスストア（セブンイレブン、ファミリーマートなど）
■受託会社 株式会社ポケットカルチャー
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町16-1 タナベビル2F
東京都知事登録旅行業第2-7696号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
注意事項
・本リリースは、旅行申込を募る告知物ではありません。
・必ず詳しい旅行内容･条件等をご確認のうえ、お申し込みください。
・本リリースに含まれる情報は現時点での予定のため、一部変更となる可能性があります。
・マスコミ等による取材･撮影を実施する場合があります。撮影した動画や画像は、当日の様子として
モザイク処理等を施さずに、報道または宣伝のために公開する場合があります。
旅行企画・実施・販売
西武鉄道株式会社 本社営業所
〒359-8520 埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1
埼玉県知事登録旅行業第2-1184号 一般社団法人全国旅行業協会正会員
<参考>
◆西武 旅するレストラン「52席の至福」運行における新型コロナウイルスの感染拡大予防の取り組みについて
https://www.seiburailway.jp/news/information/20200610information_52seki.pdf

◇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

