2021 年 1 月８日
西武鉄道株式会社
株式会社プリンスホテル
～今こそ秩父地域の農園を応援します！新鮮な農産物を鉄道の定時性・速達性を活かし都心へ輸送！～

特急Laviewで農産物輸送の実証実験（第2弾）実施
✔いちごの語呂にあわせ、2021年1月15日（金）～2021年1月19日（火）の５日間
✔毎朝、秩父地域の農園より、採れたての“いちご”を西武秩父駅から池袋駅まで特急Laviewで輸送
✔一部のいちごは、サンシャインシティプリンスホテルに運ばれケーキに変身！
新鮮ないちごと「いちごのチーズロールケーキ」は「西武池袋本店」の売り場に並びます！
また、サンシャインシティプリンスホテルでもショートケーキなどを販売！
西武鉄道株式会社（所在地：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）では、2021年1月15日（金）から19日
（火）の5日間、特急Laviewを活用した農産物輸送の第2回実証実験を行います。
これは、西武鉄道の沿線である埼玉県秩父市ならびに秩父郡横瀬町の農園と都心の売り場との間を直接
電車で結びつけることで、“秩父地域が美味しい農産物の産地”であるということを皆さまに知っていただ
きたいという思いから実施するものです。2020年10月に第1弾の実証実験として“シャインマスカット”の
輸送を行い、販売開始とともに即時完売となるなどお客さまから大変ご好評をいただきました。
今回は第2弾として、特急Laviewで西武秩父駅から池袋駅まで、秩父地域の8つの農園の朝採れ“いち
ご”を新鮮なうちに輸送し、西武池袋本店（東京都豊島区）で輸送当日の11時頃（予定）から販売します。これ
は１月以降、秩父地域で “いちご”のシーズンが到来することや、振動や衝撃に弱い果物である“いちご”の
輸送には揺れの少ない電車が適していることから実施するものです。
なお、今回は新たな取り組みとして株式会社プリンスホテル（所在地：東京都豊島区、社長：小山 正彦）が
池袋で運営するサンシャインシティプリンスホテルで、輸送した“いちご”を使った「いちごのチーズロールケ
ーキ」と「ショートケーキ」を製造・販売します。また、一部の「いちごのチーズロールケーキ」は西武池袋本店
でも輸送当日の16時頃（予定）から販売します。
新型コロナウイルスの影響でお客さまの需要が不安定になる中、西武鉄道の定時性・速達性を活かし、西
武グループのプリンスホテルと連携し、秩父地域の“いちご”を盛り上げます。
詳細は、別紙のとおりです。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、企画のすべてまたは一部の中止・変更が生じる
可能性がございます。

秩父地域産の“いちご”

輸送イメージ

いちごのチーズロールケーキ

（参考：第１弾の様子）
※画像はすべてイメージです

別紙
特急 Laview における農産物輸送の実証実験（第 2 弾）について
１．期

間

２．輸 送 物

2021 年 1 月 15 日（金）～2021 年 1 月 19 日（火）
※秩父地域の“いちご”のシーズンであり、“いちご”の語呂に合わせ、1 月 15 日か
ら開始いたします。
埼玉県秩父市および秩父郡横瀬町産の“いちご”
【やよい姫、かおり野】など 約 140 パック/日（予定）
【あまりん】 約 10 トレー/日（予定）
※収穫状況によっては変動する場合があります
いちごの品種「あまりん」
埼玉県オリジナルのいちご新品種で、名付け親は秩父市出身の落語家・林家たい平
師匠。糖度が高く、酸度はやや低め。甘みが強く際立っており、多くの方に喜ばれる味
わいです。果実の色つやが良く、赤色が映える美しさも特徴です。非常に美味しい品種
ですが、まだ生産量が少ないために希少ないちごです。

3．収 穫 農 園

・ただかね農園（埼玉県秩父市下吉田）
http://www.tadakanenouen.jp/
・おきうね農園（埼玉県秩父郡横瀬町）
https://okiune-noen.com/
・秩父フルーツファーム（埼玉県秩父市下影森）
http://www.fruit-farm.jp/
・いちごの森 赤ずきん（埼玉県秩父市下吉田）
http://www.ichigonomori-akazukin.com/
・上の原農園（埼玉県秩父郡横瀬町）
http://www.uenohara15.net/
・太田観光農園（埼玉県秩父市太田）
https://ohta-ichigo.org/
・小松沢レジャー農園（埼玉県秩父郡横瀬町）
http://www.komatsuzawa.co.jp/
・けや木農園（埼玉県秩父市寺尾）
http://www.chichibu.ne.jp/~yasuhiko/

4．輸 送 方 法

・各農園から西武秩父駅まで自動車で輸送
・西武秩父駅 9 時 24 分発の特急ちちぶ 20 号で池袋駅（平日 10 時 43 分着、土休
日 10 時 44 分着）まで輸送し、西武池袋本店で販売
・一部のいちごは、サンシャインシティプリンスホテルまで輸送し、ケーキを製造。一部
の「いちごのチーズロールケーキ」は西武池袋本店へ輸送。

5．販売場所・内容

【サンシャインシティプリンスホテル（東京都豊島区東池袋 3-1-5）】
1 階 カフェ＆ダイニング Chef’s Palette ※お持ち帰りのみの販売
2021 年 1 月 1６日（土）～2021 年 1 月 20 日（水） ※輸送期間とは異なります
ショートケーキ（カットサイズ）：１１時より販売（無くなり次第終了）
いちごのチーズロールケーキ（カットサイズ）：１１時より販売（無くなり次第終了）
【西武池袋本店（東京都豊島区南池袋 1-28-1）】
西武食品館地下 1 階（中央 B8）＝光の時計口 イケセイマルシェ
2021 年 1 月 15 日（金）～2021 年 1 月 19 日（火）
秩父物産品販売「コロナに負けるな！助け合い秩父マルシェ」同時開催
いちご：11 時ころより販売予定（約 1０0 パック＋約 10 トレー/日限定）
いちごのチーズロールケーキ：16 時ころより販売予定（約４０本/日限定）
※天候等の事情により到着が遅れ、販売開始時間が遅れる場合があります。

6.販 売 金 額

・いちご ： やよい姫、かおり野など
9７２円（税込）／1 パック当たり
あまりん
３,２１８円（税込）／１トレー当たり
※収穫状況によっては変動する場合があります
・いちごのチーズロールケーキ ： ２,50０円（税込）／1 本
・いちごのチーズロールケーキ（カットサイズ） ： 5５０円（税込）／1 個
・ショートケーキ（カットサイズ） ： 5５０円（税込）／1 個

＜輸送の流れ＞
秩父地域の 8 農園で収穫
西武秩父駅まで車で輸送

西武秩父駅にて特急 Laview へ積み込み、池袋駅まで輸送
ikebu

西武池袋本店で“いちご”と

サンシャインシティプリンスホテルへ

「いちごのチーズロールケーキ」販売

輸送しケーキを製造

第１弾の様子

サンシャインシティプリンスホテルでは

（写真は西武池袋本店 B2F 生鮮食品売り場）

カットサイズの「いちごのチーズロール
ケーキ」・「ショートケーキ」を販売
※画像はすべてイメージです

◆一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社 村松あゆみさんのコメント
この度は「特急 Laview での農産物輸送実証実験」を再び秩父地域で
実施して頂きまして誠に有難うございます。
秩父地域も新型コロナウィルスの影響を受けて、観光客の方が激減して
おります。秩父地域には埼玉県産の「あまりん」を始め美味しいいちごを
作っている農園が多数あり、県内で有数のいちごの産地です。今回の実証
実験が秩父地域と都心のお客さまをつなげ、当地域の良さを認識してい
ただく試みとなる事を強く願っております。
また、特急 Laview は揺れが少なく、振動や衝撃に弱い繊細ないちご
にとっても傷が付かずに輸送して頂ける車両です。
落ち着きましたら是非、揺れの少ない快適な特急 Laview で四季折々
の風景を眺めながら、新鮮な野菜や果物がある秩父地域へお越し頂けま
したら幸いです。
◆J A ちちぶ いちご部会長 髙野宏昭（ただかね農園）さんのコメント
この度は「特急 Laview での農産物輸送実証実験（第二
弾）」に参加させて頂き大変光栄に存じます。
昨年１０月に行われたシャインマスカットに続き、いちごの
実証実験を実施して頂き、本当に有難うございます。秩父地
域は寒暖の差が激しいので、とても甘いいちごが育つ環境で
す。この機会を得て、都心の方々にも秩父地域で採れた甘く
て美味しい旬のいちごをご賞味いただきたいと存じます。
また、当園に限らず秩父地域のいちご農園は東京からも近
く、いちご狩りや収穫体験を楽しんで頂けます。
機会がありましたら是非一度足を運んでいただきますよ
う、お願い申し上げます。

＜参考＞
●秩父物産品販売「コロナに負けるな！助け合い秩父マルシェ」について
今回の“いちご”の販売に合わせ、西武池袋本店では秩父物産品の販売も行います。
場所：西武池袋本店 西武食品館地下 1 階（中央 B8）＝光の時計口 イケセイマルシェ
日時：2021 年 1 月 15 日（金）～2021 年 1 月 19 日（火）
商品：秩父地域の名産品（以下、商品例）

まるごとみかん大福（御菓子司 栄誠堂）

豚肉みそ漬け（新井武平商店）

メープルのお菓子（お菓子な郷推進協議会）

チーズ（秩父やまなみチーズ工房）

完熟かぼすおいしいポン酢（エゴマカンパニー）
※画像はすべてイメージです

◇商品（いちご）ならびに秩父物産品販売に関するお問合せ先
（一社）秩父地域おもてなし観光公社 TEL.(0494)26-6260
［営業時間： 平日８時 30 分～17 時 15 分］
◇商品（いちごのチーズロールケーキ・ショートケーキ）に関するお問合せ先
サンシャインシティプリンスホテル カフェ＆ダイニング Chef’s Palette TEL.(03)5954-225４
◇西武池袋本店での販売場所に関するお問合せ先
西武池袋本店 営業Ⅳ部（食品）事務所 TEL.(03)5949-2001
https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/
◇西武鉄道に関するお問合せ先
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

