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運行終了を惜しむ多くのお客さまのご要望にお応えして・・・ 

レッドアロークラシックが池袋線・新宿線などで 

臨時特急電車として運行します 
 

「レッドアロークラシック ラストランキャンペーン」第二弾として 

・西所沢～西武球場前駅間を臨時運行、到着後に車両の撮影ができます 

・池袋～西武秩父駅間、西武新宿～本川越駅間でも臨時運行を実施 

                     ・記念オリジナルグッズを西武球場前駅などで販売 

 

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、2021年4月29日（木・祝）にレッドアロー

クラシックの約9年半に渡る定期運行を終了します。これに伴い、これまでご愛顧いただいたお客さまに感謝の気

持ちを込めて、2021年3月より「レッドアロークラシック ラストランキャンペーン」を実施しています。 

本キャンペーンの発表以降、定期運行終了を惜しむ多くのお客さまから、長年運行をしていた池袋線・西武秩父

線での雄姿をまた見たいというお声を多数いただきました。レッドアロークラシックは、2021年4月29日（木・祝）

の新宿線での定期運行を終了後、特急車両としての役目を終え引退する予定でしたが、多くのお客さまからのご

要望にお応えし、池袋線・西武秩父線・狭山線・新宿線で臨時特急電車として運行する企画を実施することが決定

しました。 

２０２１年５月１日（土）・２日（日）には、西所沢駅から西武球場前駅まで臨時運行を行い、西武球場前駅到着後に

臨時特急電車の特急券をお持ちのお客さま限定で、駅構内でレッドアロークラシックを撮影できる専用スペース

を設置します。 

また、長年多くのお客さまにご利用いただいた池袋～西武秩父駅間、さらに、定期運行が終了する新宿線でも

西武新宿～本川越駅間で臨時運行を行います。 

是非この機会に、レッドアロークラシックの雄姿を満喫できる臨時特急電車にご乗車ください。 

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。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 ４月 16日 

ラストランロゴを掲出した 

レッドアロークラシック 
レッドアロークラシック ラストランロゴ 



【別紙】 

「レッドアロークラシック ラストランキャンペーン」第二弾について 

 

１．西所沢～西武球場前駅間 臨時特急電車の運行について 

 西所沢～西武球場前駅間で臨時特急電車を運行し、西武球場前駅に到着後、臨時特急電車の特急券をお持ち

のお客さま限定でレッドアロークラシックの撮影等がお楽しみいただける専用スペースを設置します。 

(1) 運 行 日 

2021年 5月 1日（土）・2日（日） 

(2) 運転区間 

西所沢→西武球場前 ※各日往路のみ 3運行 

(3) 停 車 駅 

西所沢・西武球場前 ※途中停車しません。 

(4) 運転時刻 

・臨時 91号  西所沢  8：57発 → 西武球場前  9：02着 

・臨時 93号  西所沢 １１：24発 → 西武球場前 11：29着 

・臨時 95号  西所沢 13：55発 → 西武球場前 14：01着 

※臨時特急電車の方向幕は「臨時」で運行します。 

※全電車、西所沢駅 1番ホームから発車します。 

※当日は西所沢駅１番ホームに降りる階段・エレベーター前で特急券（Smoozご利用の方はネット 

購入券の画面）を確認させていただきます。 

(５) 発売座席数 

各電車 300席 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発売する座席を一部制限します。 

(6) 特急料金 

大人 300円  小児 150円 

※特急電車は全席指定で、乗車券のほかに特急券が必要です。事前に特急券を購入せずにご乗 

車された場合には、ご利用区間の特急料金に加え特急券 1枚につき 200円をいただきます。 

(7) 特急券発売日時・発売場所 

以下の日時から発売および予約を開始します。 

2021年 4月 20日（火） 

・西武線特急券発売駅          10:00から 

・チケットレスサービス「Smooz」   10:00から 

・インターネット予約サービス       10:00から 

・JTB各店舗(一部店舗を除く)    各店舗の営業開始時刻から  

※一部の店舗ではお取り扱いしておりません 

         ※チケットレスサービス「Smooz」で購入した特急券は、各駅（小竹向原駅をのぞく）の券売機で発

車時刻前までに磁気券に換券できます。換券には、券売機でチケットレスサービス「Smooz」の会

員番号とパスワードの入力が必要です。（換券せずにチケットレスでもご乗車できます。） 

(8) 乗車特典 

① レッドアロークラシック ラストラン記念カード（以下記念カード）の配付について 

当日、西所沢駅で「記念カード引換券」をお一人様 1枚お渡しします。 

※「記念カード引換券」は、西所沢駅１番ホームに降りる階段・エレベーター前で特急券を確認させて 

いただく際にお渡しします。特急券の確認および「記念カード引換券」の配付は、各臨時特急電車

発車時刻の 30分前から行います。 

「記念カード引換券」は、西武球場前駅の改札外で本臨時特急電車限定の「記念カード」にお引換 

えいただけます。「記念カード」は 5月 1日（土）と 2日（日）で図柄が異なります。 

※「記念カード引換券」をお持ちでないと「記念カード」はお渡しできませんのでご注意ください。 



② 西武球場前駅構内での車両撮影等について 

臨時特急電車の特急券をお持ちのお客さま限定で、レッドアロークラシックの撮影等がお楽しみい 

ただける専用スペースを設置します。 

※臨時特急電車の特急券をお持ちでないお客さまは、ご参加いただけません。 

車両撮影は、臨時特急電車の到着後車両を留置して、各回約 2時間の入れ替え制で実施します。   

各回終了後には、すべてのお客さまに専用スペースからご退出いただきます。 

・臨時 91号にご乗車のお客さま  臨時列車到着後～11：１０まで 

・臨時 93号にご乗車のお客さま  臨時列車到着後～13:40まで 

・臨時 95号にご乗車のお客さま  臨時列車到着後～16:10まで 

※車両展示中のレッドアロークラシックの方向幕は以下のとおり設定します。 

2021年 5月 1日（土） 車両前面：特急「小江戸」  車両側面：特急「小江戸」本川越 

2021年 5月 2日（日） 車両前面：特急「ちちぶ」  車両側面：特急「ちちぶ」西武秩父 

専用スペースには、車両撮影のほか、「レッドアロー号の写真パネル」、「レッドアロー号の備品類」を 

展示する予定です。 

（9） 西武鉄道グッズの販売について 

西武球場前駅改札外特設売場にて新商品「レッドアロークラシック ラストランポストカード（1セット 5 

枚入り）」および、西武鉄道グッズを販売します。 

※臨時特急電車にご乗車のお客さま以外でもご購入いただけます。 

① 発 売 日 

2021年 5月 1日（土）・2日（日） 

② 発売時間 

９：００～16：30 

③ 発売場所 

西武球場前駅 改札外  

④ 新商品「レッドアロークラシック ラストラン ポストカード」の発売について 

         ・商 品 名   レッドアロークラシック ラストラン ポストカード（1セット 5枚入り） 

※「ちちぶ号」「小江戸号」「むさし号」として走行するレッドアロークラシック 

 の写真を使用したポストカードで、1セット各種 1枚入っています。  

・発売価格   500円（税込） 

・発 売 数  各日 1,500セット 

・購入制限  １回のご購入につきおひとりさま１セットまでです。 

なくなり次第終了となります。 

※「レッドアロークラシック ラストラン ポストカード」について、今後の発売があ 

る場合は、２０２１年５月７日（金）に西武鉄道Webサイト西武鉄道グッズペー 

ジにてご案内します。 

https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/ 

⑤ そ の 他 

・現金のみのお取り扱いとなります。 

・特設売場での税込発売価格は１０円単位切り上げとなり、一般発売価格とは価格が異なる場合が 

ありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 

ポストカードデザイン 

https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/


（10） そ の 他 

・発熱などの症状がある場合はご乗車、ご来場をお控えください。 

・当日はマスクを着用してご乗車、ご来場ください。 

・車内での会話は極力控えていただくようお願いします。また、座席を向かい合わせにしてのご乗車は

ご遠慮ください。 

・西武球場前駅構内では、三脚や脚立などの使用はお断りします。参加者の皆さまに写真撮影を楽しん 

でいただくため、撮影スペース内は係員が案内誘導させていただく場合がありますのでご了承くださ 

い。また、密を避けるため、隣の方との間隔を開けていただくなど、ご協力をお願いします。 

 

2．池袋～西武秩父駅間 臨時特急電車の運行について 

（1） 運 行 日 

2021年 5月 15日（土）・16日（日） 

   (２) 運転区間 

池袋～西武秩父 ※各日 1往復運行 

（3） 停 車 駅 

池袋・飯能・西武秩父 ※所沢・入間市・横瀬には停車しません。 

（4） 運転時刻 

 

 

 

 

 

※池袋・西武秩父の発車ホームは通常の特急電車とは異なりますので、ご注意ください。 

※臨時特急電車の方向幕は「臨時」で運行します。 

※当日の運行状況等により、時刻変更や運休になる場合があります。 

   (５) 特急料金 

 

 

 

 

 

 

 

※特急電車は全席指定で、乗車券のほかに特急券が必要です。事前に特急券を購入せずにご乗車され 

た場合には、ご利用区間の特急料金に加え特急券 1枚につき 200円をいただきます。 

（6） 特急券発売日時・発売場所 

以下の日時から発売および予約を開始します。 

2021年 4月 20日（火） 

・西武線特急券発売駅          10:00から 

・チケットレスサービス「Smooz」   10:00から 

・インターネット予約サービス       10:00から 

・JTB各店舗(一部店舗を除く)    各店舗の営業開始時刻から  

※一部の店舗ではお取り扱いしておりません。 

 

 

 

 

下り 臨時91号 発車ホーム 

池 袋 発  9：39 7番ホーム 

飯 能 発 10：26 5番ホーム 

西武秩父 着 11：14 ― 

上り 臨時92号 発車ホーム 

西武秩父 発 15：04 2番ホーム 

飯 能 発 15：52 5番ホーム 

池 袋 着 16：39 ― 

大  人 

 池袋 飯能 西武秩父 

池袋  500 710 

飯能 250  400 

西武秩父 360 200  

小  児 

（円） 



（７） 新商品「レッドアロークラシック ラストラン パスケース」の発売について 

※臨時特急電車にご乗車のお客さま以外でもご購入いただけます。 

① 発 売 日  5月 15日（土）・16日（日） 

② 発売時間  11：３０～１５：００ 

③ 発売場所  西武秩父駅 改札外 

④ 発売価格  1,500円（税込） 

⑤ 発 売 数  各日 400個 

⑥ 購入制限  １回のご購入につきおひとりさま１個までとなります。 

なくなり次第終了となります。 

⑦ そ の 他  ・現金のみのお取り扱いとなります。  

 ・商品の詳細については、２０２１年５月７日（金）に西武鉄道Webサイト西武鉄道 

グッズページにてご案内します。 

https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/ 

（８） そ の 他 

・発熱などの症状がある場合はご乗車、ご来場をお控えください。 

・当日はマスクを着用してご乗車、ご来場ください。 

・車内での会話は極力控えていただくようお願いします。また、座席を向かい合わせにしてのご乗車は

ご遠慮ください。 

 

3．西武新宿～本川越駅間 臨時特急電車の運行について 

（1） 運 行 日 

2021年 5月 29日（土） 

   (２) 運転区間 

西武新宿～本川越 ※1往復運行 

（3） 停 車 駅 

西武新宿・高田馬場・東村山・所沢・狭山市・本川越 

（4） 運転時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本川越の発車ホームは通常の特急電車とは異なりますので、ご注意ください。 

※臨時特急電車の方向幕は「小江戸」で運行します。 

※当日の運行状況等により、時刻変更や運休になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下り 小江戸91号 発車ホーム 

西武新宿 発  9：42 2番ホーム 

高田馬場 発  9：46 3番ホーム 

東村山 発 10：20 5番ホーム 

所 沢 発 10：25 1番ホーム 

狭山市 発 10：36 1番ホーム 

本川越 着 10：44 ― 

上り 小江戸92号 発車ホーム 

本川越 発 14：45 1番ホーム 

狭山市 発 14：53 2番ホーム 

所 沢 発 15：05 ２番ホーム 

東村山 発 15：09 6番ホーム 

高田馬場 着 15：38 5番ホーム 

西武新宿 着 15：42 ― 

※画像はすべてイメージです 

https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/


   (５) 特急料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特急電車は全席指定で、乗車券のほかに特急券が必要です。事前に特急券を購入せずにご乗車され 

た場合には、ご利用区間の特急料金に加え特急券 1枚につき 200円をいただきます。 

（6） 特急券発売日時・発売場所 

以下の日時から発売および予約を開始します。 

2021年 4月 29日（木・祝） 

・西武線特急券発売駅           7:00から 

・チケットレスサービス「Smooz」    7:00から 

・インターネット予約サービス        7:00から 

・JTB各店舗(一部店舗を除く)     各店舗の営業開始時刻から  

※一部の店舗ではお取り扱いしておりません 

（7） 新商品「レッドアロークラシック ラストラン パスケース」の発売について 

※臨時特急電車にご乗車のお客さま以外でもご購入いただけます。 

① 発 売 日  5月 29日（土） 

② 発売時間  11:30～１４：３０ 

③ 発売場所  本川越駅 改札外  

④ 発売価格 1,500円（税込） 

⑤ 発 売 数 400個 

⑥ 購入制限 １回のご購入につきおひとりさま１個までとなります。 

 なくなり次第終了となります。 

⑦ そ の 他   現金のみのお取り扱いとなります。 

 5月 15日（土）・16日（日）に発売する商品と同じものとなります。 

※「レッドアロークラシック ラストラン パスケース」について、今後の発売があ 

る場合は、２０２１年 6月 2日（水）に西武鉄道Webサイト西武鉄道グッズペー 

ジにてご案内します。 

https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/ 

（8） そ の 他 

・発熱などの症状がある場合はご乗車、ご来場をお控えください。 

・当日はマスクを着用してご乗車、ご来場ください。 

・車内での会話は極力控えていただくようお願いします。また、座席を向かい合わせにしてのご乗車は

ご遠慮ください。 

 

＜参考＞ 

2021年 3月 19日（金）のニュースリリース 

「レッドアロークラシックが 2021年 4月 29日に定期運行を終了します」 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20210319_rac.pdf 

にてお知らせしました、記念オリジナルグッズの発売日時など詳細が決定しました。 

大  人 

 西武新宿 高田馬場 東村山 所沢 狭山市 本川越 

西武新宿  300 400 400 500 500 

高田馬場 150  400 400 500 500 

東村山 200 200  300 300 400 

所沢 200 200 150  300 400 

狭山市 250 250 150 150  300 

本川越 250 250 200 200 150  

小  児 

（円） 

※画像はすべてイメージです 

https://www.seiburailway.jp/fan/seiburw-goods/
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20210319_rac.pdf


（1） 発売商品 

レッドアロークラシック ラストラングッズセット 

（フェイスタオル、マグネットシート、クリアファイル、ダイカットアクリルキーホルダー 各１個入り） 

（2） 発売日時 

2021年 4月 17日（土） 10：00～15：00 

(3) 発売場所 

グランエミオ所沢 ２F セントラルプラザ イベントスペースにて 

（4） 発売価格 

2,400円（税込） 

（５） 発売数量 

５００セット 
（６） 購入制限 

1回のご購入につき、おひとりさま 1セットまでさせていただきます。 

（７） 発売方法 

・当日は混雑防止のため、会場前にて 9：00より整理券を配布します。 

・10：00～12：30は整理券をお持ちの方のみのご購入となります。 

・整理券をお持ちでない方は 12：30からご購入いただけますが、売り切れの場合もございます。 

あらかじめご了承ください。 

（8） そ の 他 

・発熱などの症状がある場合はご来場をお控えください。 

・会場ではマスクの着用、周囲の方との会話をお控えいただき、間隔をあけていただくなどの感染防   

止対策にご協力をお願いします。 

・混雑時は入場を制限する場合がありますのであらかじめご了承ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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 

 

表 裏 

（表） （裏） 

※画像はすべてイメージです。 

クリアファイル 

マグネットシート 

フェイスタオル 

ダイカットアクリルキーホルダー 


