
                                                                                                        
 

 

News Release 

2年ぶりに開催決定！ 

「西武・電車フェスタ2021 in 武蔵丘車両検修場」 

6月 5日（土） 〈入場無料・完全事前申込制〉 
                        ✓電車撮影会にレッドアロークラシックが登場！         

                       ✓会場直通の特別ツアー電車を 2本運行！ 

                          ✓「52席の至福」の車内を事前予約制のカフェとして営業！ 

                                           

 

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、6月 5日（土）、当社最大の車両検

修施設である「武蔵丘車両検修場」にて、「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」を、入場を最大

5,000 人に制限した完全事前申込制にするなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して 2 年ぶりに開催

します。 

このイベントは、西武鉄道をご利用のお客さまや沿線にお住まいの地域住民の方をはじめ、みなさまが電車

に親しんでいただき、当社事業への理解を深めていただくために開催するものです。会場では、電車を載せて

移動する大型機械・トラバーサーへの乗車をはじめとした各種体験のほか、電車撮影会、鉄道部品・グッズの

販売などを実施します。 

電車撮影会には 2021 年 4 月に定期運行を終了したレッドアロークラシックが登場します。レッドアローク

ラシックはこの電車フェスタをもって引退するため、今回がレッドアロークラシックをご覧いただける最後のチ

ャンスとなります。また、今年でデビュー5 周年を迎えた「西武 旅するレストラン『52 席の至福』」（以下、「52

席の至福」）の車内を事前予約制で特別にカフェとして営業するほか、会場に直接乗り入れをする特別ツアー電

車を 2本運行します。 

なお、ご来場になるお客さまの利便性向上と混雑緩和を図るため、高麗駅への一部特急電車の臨時停車に

加え、飯能～高麗駅間で臨時電車（各駅停車）を運転します。また、飯能駅から会場への無料送迎バスも運転

します。 

ご来場いただくお客さまが、安全かつ安心して、そして快適にお楽しみいただけるよう、徹底した新型コロ

ナウイルス感染症対策のもと実施します。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場への入場を完全事前申込制とし、入場時間を11:00以降入場

および12:00以降入場の２つに分けさせていただきます。また、会場内には一部イベントを除き、食事・休憩

コーナーはございませんので、あらかじめご了承ください。 

  ※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 5月 1３日 

２０１９年度の様子 



【別紙-1】 

 

「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」について 

 

１．開催日時   6月 5日（土） 11：00～15：00 (最終入場 14:00） ＜雨天決行・荒天中止＞ 

            ※入場の際の密を避けるため、11:00以降入場と 12:00以降入場の 2種類の 

区分を設け、いずれも最終入場は 14：00となります。詳しくは、下記の「９．会場 

への入場方法」をご参照ください。 

            ※開催時間前に「西武・電車フェスタ直通ツアー」のお客さまが入場されています。 

 

２．開催場所   武蔵丘車両検修場（埼玉県日高市台 462-1） 

 

３．入 場 料   無 料 

※完全事前申込制です。 

詳しくは、下記の「９．会場への入場方法」をご参照ください。 

 

４．主な内容   （1）実演/体験イベント 

              ・トラバーサー乗車体験 

              電車を載せて移動する大型機械にお客さま自身がご乗車いただけます。 

                 ・パンタグラフ操作体験 

              電車の屋根上にあるパンタグラフを昇降させる操作が体験できます。 

             ・行先表示器操作体験（操作はイベントスタッフが行います） 

              お申し出いただいた好きな行先表示に設定することができます。 

             ・非常通報装置取扱い体験 

              ホーム上で非常事態が発生した場合に、お客さまが扱う装置の操作が体験できます。 

 

  （2）撮影会/展示イベント 

    ・撮影コーナー（レッドアロークラシック/「52席の至福」） 

    ・車両/モーター/車輪/床下機器の展示 

・新型軌陸車の展示 

・大型保線機械「マルチプルタイタンパー」の展示 

・西武バス「燃料電池バス」「自動運転大型バス」の展示 

            ・お子さま制服撮影会（運転士/車掌/駅係員） 

            ・広報誌「西武鉄道かわら版」の表紙イラスト展示 

                     

            （3）販売など 

             ・西武鉄道グッズの販売  

※詳しくは、【別紙‐2】をご参照ください。 

・鉄道部品販売 

              ※鉄道部品販売コーナーへの入場は、西武線アプリで事前に抽選当選者に発行する「鉄道部 

品販売電子入場券」が必要です。詳しくは、下記の「１０．鉄道部品販売コーナーへの入場 

方法」をご参照ください。              

             ・鉄道各社のグッズ販売 

             ・SEIBU PRINCE CLUB会員向け特典 

              ※詳しくは、下記の「12．SEIBU PRINCE CLUB会員向け特典について」をご参照くだ 

さい。 

             ・埼玉県赤十字献血センター献血バスの来場 



５． 西武・電車フェスタ直通ツアー 

「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」の開催にあわせ、以下のツアー電車を運行します。 

 

■～レッドアロークラシックファイナルイベント～ 

西武新宿発武蔵丘行！レッドアロークラシックで行く西武・電車フェスタ直通ツアー 

レッドアロークラシックで西武新宿駅から武蔵丘車両検修場まで直通運転します。 

レッドアロークラシックは当ツアーが行きも帰りもお客さまにご乗車いただける最後の運行となります。 

 

■池袋発武蔵丘行！4000系で行く 西武・電車フェスタ直通ツアー 

4000系で、池袋駅から会場である武蔵丘車両検修場まで直通運転します。 

ボックス席を指定席としてご用意しており、行きも帰りもゆったりお楽しみいただけるツアーです。 

  

  ※ツアーの詳細については、5月 1３日（木）のニュースリリースをご参照ください。 

     「西武・電車フェスタ直通ツアーを 2運行開催！」 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2021/20210513_trainfestivaltourtrain.pdf 

 

６. デビュー５周年記念「『52席の至福』体験乗車 特別カフェタイム in 西武・電車フェスタ２０２１」 

２０１６年４月に運行を開始した「西武 旅するレストラン『５２席の至福』」は、今年でデビュー５周年を迎えまし 

た。「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」では、デビュー５周年を記念して検修場内に留置されて 

いる「52席の至福」の車内にて、事前予約制で特別にカフェとして営業します。 

 

 

(1)実施時間 ： 【1回目】  11：30～12：20 

【2回目】  12：30～13：20 

                【3回目】  13：30～14：20 

（2）人 数 ： 各回最大 52名 

（3）参加料金 ： 3,000円（税込・大人/小児同額） 

（4）参加料金に含まれるもの ： ・「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」入場券 

                      ※11:00以降ご入場いただけます。(最終入場 14:00） 

・特別デザート、1ドリンク付き（ソフトドリンクのみ） 

・「52席の至福」グッズ 

（5）お申込み方法 

      「『52席の至福』体験乗車 特別カフェタイム in 西武・電車フェスタ２０２１」の申込受付は、 

2021年 5月 1３日（木）15：００から「『52席の至福』体験乗車 特別カフェタイム in 西武・電車 

フェスタ２０２１」専用Weｂサイトにて開始します。 

 

■申込方法 

ＰＣ・スマートフォンなどで「『52の至福』体験乗車 特別カフェタイム in 西武・電車フェスタ２０２１」 

専用Webサイトにアクセスしてお申込みください。通信費はお客さまのご負担となります。 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lglj-lepdlc-7f59b1f6002dca2120a435aebf8c55b3 

車両外観イメージ 車両内観（4号車）イメージ グッズイメージ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2021/20210513_trainfestivaltourtrain.pdf
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lglj-lepdlc-7f59b1f6002dca2120a435aebf8c55b3


 

■申込期間 

2021年 5月 1３日（木）15：00～2021年 5月 18日（火）23：59まで 

※予告なくメンテナンスを行う場合があります。 

 

      ■注意事項 

・お申込みは専用Ｗｅｂサイトからのみの受付となります。 

・２～4名さまでお申込みください。1名さまでのお申込みはできません。 

また、相席はございません。 

・お申込み多数の場合は抽選になります。 

・申込期間終了後、順次当選者にのみメールにてご連絡いたします。 

・ドメイン「＠seibu-group.co.jp」よりメールを送信いたしますので、あらかじめ受信設定を 

お願いいたします。 

・当落についてのお問合せは一切お受けできませんのでご了承ください。 

・入金確認後、2021年 5月 28日（金）以降、参加チケット等を郵送いたします。 

 

       ■支払方法   銀行振込のみ   

※振込先は、当選者にお送りするメールにてご案内します。 

※振込手数料は、お客さまのご負担とさせていただきます。 

 

7.飯能市・日高市にお住まいのみなさまのご招待について 

  地域住民のみなさまに、電車に親しんでいただき、当社事業への理解を深めていただくため、飯能市・日高市 

にお住まいのみなさまを、それぞれ 500名さまずつご招待いたします。 

 

（1）申込方法 

 PC・スマートフォンなどで専用Webサイトにアクセスしてお申込みください。 

 ・飯能市にお住いのみなさま 
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lglj-lepdpj-d075d5721e5ce9e6cad86d1462b41b2d 

       ・日高市にお住いのみなさま 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lglj-lepdqf-acb40c5073af1ed0028ae7d798e17762  

※通信費はお客さまのご負担となります。 

※代表者おひとりにつき、最大 4名さま（代表者含む）までお申込みいただけます。 

 

（2）申込期間 

      2021年 5月 1３日（木）15:00から 2021年 5月 23日（日）23：59まで 

       ※それぞれ先着でお申込みが 500名さまになり次第、受付を終了いたします。 

 

   （3）注意事項 

      ・11:00以降ご入場いただけます。(最終入場 14:00） 

・お申込みいただいた際にご登録していただいた住所に「入場チケット」（ハガキ）1枚を郵送いたしま  

す。イベント当日には、忘れずにご持参いただき、受付でご提示ください。 

・飯能市および日高市以外にお住まいの方からのお申込みは、全て無効とさせていただきます。 

         

 

 

 

 

 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lglj-lepdpj-d075d5721e5ce9e6cad86d1462b41b2d
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lglj-lepdqf-acb40c5073af1ed0028ae7d798e17762


8．アクセス     会場および会場付近には駐車場がございませんので、下記の方法でご来場ください。 

             ※「西武・電車フェスタ直通ツアー」を除き、今年度は、例年運行しておりました会場への臨時 

               直通電車はございません。 

 

（1）池袋線 高麗駅から徒歩（約 15分） 

※会場入り口付近には長さ約 200ｍの上り坂があります。 

 

  ■特急電車の一部が高麗駅に臨時停車します。 

＜運転時刻＞ 

 

＜特急料金＞ 

 大  人 
  池 袋 所 沢 入間市 飯 能 高 麗 武蔵横手 東吾野 横 瀬 西武秩父 

池 袋   400 500 500 500 500 500 710 710 

所 沢 200   300 400 400 400 400 500 500 

入間市 250 150   300 300 300 300 500 500 

飯 能 250 200 150   300 300 300 400 400 

高 麗 250 200 150 150  300 300 400 400 

武蔵横手 250 200 150 150 150  300 400 400 

東吾野 250 200 150 150 150 150  400 400 

横 瀬 360 250 250 200 200 200 200   300 

西武秩父 360 250 250 200 200 200 200 150   

 小  児 

※特急電車は全席指定席です。ご乗車の際には乗車券のほかに特急料金が必要です。 

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。 

 

＜特急券発売発売場所＞ 

   ・西武線特急券発売駅                

   ・西武鉄道チケットレスサービス「Smooz」   

 ・西武鉄道インターネット予約サービス   

   ・JTB各店舗      

※一部の店舗ではお取り扱いしておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

列車名称 池袋発 所沢発 入間市発 飯能発 高麗着 武蔵横手 東吾野 横瀬着 西武秩父着 

ちちぶ  9号  9:30  9:51 10:03 10:13 10:18 通過 通過 10:48 10:53 

ちちぶ 11号 10:30 10:51 11:01 11:11 11:16 通過 通過 11:42 11:47 

ちちぶ 13号 11:30 11:51 12:02 12:11 12:16 通過 通過 12:42 12:47 

ちちぶ 15号 12:30 12:51 13:02 13:11 13:16 通過 通過 13:42 13:47 

列車名称 西武秩父発 横瀬発 東吾野発 武蔵横手発 高麗発 飯能着 入間市着 所沢着 池袋着 

ちちぶ 26号 12:24 12:28 通過 通過 12:55 13:01 13:10 13:21 13:43 

ちちぶ 28号 13:24 13:28 通過 通過 13:55 14:01 14:10 14:21 14:43 

ちちぶ 30号 14:24 14:28 14:49 14:53 14:55 15:01 15:10 15:21 15:43 

ちちぶ 32号 15:24 15:28 15:50 15:53 15:56 16:02 16:1０ 16:2１ 16:48 



■飯能～高麗駅間に臨時電車（各駅停車）を運転します。 

    下り：飯能発 各駅停車 高麗行       上り：高麗発 各駅停車 飯能行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   ※このほかにも、定期電車があります。 

  ※臨時電車の詳細は、西武鉄道Webサイトにてお知らせします。 

https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/ 

 

（2）池袋線 飯能駅南口から無料送迎バス（約 20分） 

10:40 より１３：４０まで約 15 分間隔で運行予定です。無料送迎バスは、アプリによる「電子入場券」「鉄道

部品販売入場券」、郵送された「『52 席の至福』西武・電車フェスタ２０２１in 武蔵丘車両検修場入場券」「飯

能・日高市民入場チケット」等をお持ちの方のみご乗車いただけます。ご利用にあたっては、ベビーカーを必

要とする小さなお子さまをお連れのお客さまやご高齢の方など、バスでの移動を必要とするお客さまに優

先してご利用いただくため、なるべく高麗駅から徒歩でのご来場をお願いいたします。ご利用状況によって

は、お待ちいただく場合や、後続のバスをご案内させていただく場合があります。 

また、帰りの運行もございます。詳細は、会場にてご案内いたします。 

 

9．会場への入場方法 

・会場内での新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、完全事前申込制となっており、「電子入場券」も

しくは「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちのお客さまのみご入場いただけます。 

    ※「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちであれば、「電子入場券」がなくてもご入場いただけます。  

 

（１）入場時間 

入場の際の密を避けるため、11:00以降入場と12:00以降入場の2種類の区分を設け、いずれも最終入場 

は14：00となります。 

※11:00以降入場1,200名／12:00以降入場1,900名→合計3,100名分を配布予定です。 

 

（２）「電子入場券」配布日時 

   20２1年5月25日（火）10：00～20２1年6月5日（土）14：00まで 

    ※開始時間から先着順で配布いたします。 

    ※「電子入場券」取得には、西武線アプリへの会員登録が必要です。 

 ※一度取得した「電子入場券」の時間の変更・キャンセル・再発行はできません。 

    

（３）「電子入場券」発行手順 

①アプリストアで「   西武線アプリ」を検索してください。 

※すでに会員登録済の方は④からお進みください。 

飯能発 高麗着  高麗発 飯能着 

10:32 10:38  12:16 12:23 

11:02 11:08  12:43 12:49 

11:25 11:32  13:16 13:23 

12:02 12:08  13:43 13:49 

12:26 12:32  14:16 14:23 

13:02 13:08  14:36 14:43 

13:26 13:32  15:35 15:42 

   16:04 16:10 

https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/


   ②西武線アプリをダウンロードしてインストールをしてください。 

③アプリの会員登録をしてください。 

※マイページ→ユーザ情報→会員登録・ログインから 

※会員登録には、メールアドレスと生年月日が必要です。 

④初期設定が完了したら「イベント」内のバナーをタップしてください。 

※バナーは、5月25日（火）10:00から表示予定です。 

⑤「電子入場券」の配布開始時間になると、「電子入場券発行」ボタンがタップできます。ご希望回を選択、  

ご利用人数を入力して「発行」ボタンを押すと電子入場券が発行されます。 

 

 （４）参加可能人数 

「電子入場券」1枚につき大人・小児あわせて4名さままで参加可能です。 

※幼児（1才～5才）、乳児（0才）は人数にカウントしません。 

※「電子入場券」の配布時にご利用人数を入力していただきます。入力した人数を超えての入場はできませ

んのでご注意ください。 

 

（５）当日入場方法 

①取得した「電子入場券」で指定された時間内に会場の「入場口」へお越しください。 

②取得した「電子入場券」画面を「入場口」にいる係員へお見せください。 

    ※当日は、スマートフォンを忘れずにお持ちください。お忘れになりますと入場することができません。 

また、イベント会場に充電設備はありません。 

※「電子入場券」は1回のみ有効です。イベント会場に再入場することはできません。 

※会場内は通信電波状況が弱く、「電子入場券」を提示いただけない場合がございますので、画面コピーま 

たは印刷した「電子入場券」を予めご用意ください。 

※当社の責による遅延等を除き、入場時間以外の入場はできませんのでお時間に余裕を持ってご来場 

いただきますようお願いいたします。 

 

10．鉄道部品販売コーナーへの入場方法 

（１）概  要   

・鉄道部品販売コーナーに入場するためには、事前申込みにより抽選当選者に配布する「鉄道部品販売電 

子入場券」が必要です。 

・当日はスマートフォンを忘れずにお持ちになり、鉄道部品販売コーナーでは「鉄道部品販売電子入場券」 

の画面を係員にご提示ください。 

      ・当該イベント会場での待ち時間の短縮および新型コロナウイルス感染症対策を目的として実施するもの 

です。お客さまのご理解とご協力をお願いします。 

     ・「鉄道部品販売電子入場券」の取得方法等詳細は以下をご確認ください。「鉄道部品販売電子入場券」を 

お持ちのお客さまは、イベント会場の入場に必要な「電子入場券」をお持ちでなくても、イベント会場にご 

入場いただけます。入場可能時間は１1：００～１4：００、最終退場時間は１５：００です。 

 

（2）入場時間 

①11:30～12:00  ②12:00～12:30  ③13:30～14:00  ④14:00～14:30 

※各回、同等の品物をご用意いたします。 

※各回20名、合計80名を予定しています。 

 

（3）「鉄道部品販売電子入場券」抽選申込み期間   

5月25日（火）10：00～5月３０日（日）12：00まで 

※「入場時間」と「整理番号」を含め抽選とさせていただきます。 

 



（4）「鉄道部品販売電子入場券」抽選申込み手順 

   ①アプリストアで「   西武線アプリ」を検索、ダウンロード → インストール 

      ※すでに会員登録済の方は③からお進みください。 

②西武線アプリの初期設定が完了したら、あらかじめアプリ会員登録をします。 

会員登録に必要な情報は、メールアドレスと生年月日です。 

   ③「イベント」内バナーをタップ 

   ④「鉄道部品販売電子入場券」の抽選申込み・・・電子入場券の抽選申込みができます。 

 

（5）「鉄道部品販売電子入場券」抽選結果発表日時 

   6月1日（火）15:00 

※お申込いただいたみなさまの西武線アプリで会員登録いただいた際のメールアドレス宛に、抽選完了の

旨のメールを送信いたします。当落結果につきましては、西武線アプリ内の表示でご確認ください。な

お、西武線アプリにログイン状態でないと表示されませんのでご注意ください。 

※ドメイン「＠seibu-group.co.jp」よりメールを送信いたしますので、あらかじめ受信設定をお願いいた

します。 

 

（６）「鉄道部品販売電子入場券」発行開始日時 

   6月1日（火）15:00（予定） 

※「当選」された方には西武線アプリ内にて「鉄道部品販売電子入場券」が発行されます。 

西武線アプリにログイン状態でないと表示されませんのでご注意ください。 

 

（７）「鉄道部品販売電子入場券」の発行   

    ①「鉄道部品販売電子入場券」には鉄道部品販売コーナーへの「入場時間」と「整理番号」が記載されます。 

    ②一度取得した「鉄道部品販売電子入場券」の時間の変更、キャンセル、再発行はできません。 

    ③発行はおひとりさま1回限りです。 

 

（８）その他 

・鉄道部品販売コーナーへの入場は、抽選に当選された「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちのお客さまのみ 

ご入場いただけます。ただし、小学生以下のお客さまについては「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちのお客

さまに同伴でご入場いただけます。 

・鉄道部品は「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちの方おひとりにつき2点まで購入できます。 

・当日は「鉄道部品販売電子入場券」に記載された入場開始時間前に鉄道部品販売コーナー付近にお集まり 

いただき、番号順にお並びいただきます。「鉄道部品販売電子入場券」に記載されている時間までに列に 

いらっしゃらない場合は、当社の責による遅延等を除き、「鉄道部品販売電子入場券」の権利は無効となり 

ます。イベント前日や開門前から並ぶなどの行為を発見した際には、鉄道部品販売を中止する場合もあり 

ます。 

・「鉄道部品販売電子入場券」は鉄道部品の購入を保証するものではありません。鉄道部品販売コーナーに 

ご入場いただいても、ご希望の鉄道部品をご購入いただけない場合もございます。 

・ご購入いただいた鉄道部品の梱包はお客さまご自身でお願いいたします。 

・スマートフォンの提示はおひとりさま1台のみ有効とさせていただきます。おひとりで複数のスマートフォン 

を提示しての入場・購入はご遠慮ください。 

・会場内は通信電波状況が弱く、「鉄道部品販売電子入場券」を提示いただけない場合がございますので、画

面コピーまたは印刷した「「鉄道部品販売電子入場券」を予めご用意ください。 

・入場時に、本人確認をする場合があります。 

 

11．新型コロナウイルス感染症対策について 

   ・入場人数を最大5,000人に制限しております。 

・イベント会場入場時および会場内では、マスクの着用をお願いいたします。 



   ・受付にて検温および手指消毒のご協力をお願いいたします。37.5度以上の発熱がある場合はご入場をお

断りさせていただきます。 

   ・会場では会話をお控えいただくようにお願いします。 

   ・厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールにご協力をお願いいたます。 

   ・以下のお客さまにつきましては、来場をお控えいただだきますようお願いいたします。 

    ✓発熱や風邪、味覚障害の症状がある方 

    ✓身近に新型コロナウイルス感染症の陽性者もしくは感染の可能性がある方がいらっしゃる方 

    ✓体調がすぐれない方 

   ・密の場面では、お声がけをさせていただく場合がございます。 

   ・会場で飲み物を発売します。飲み物をお飲みの際は、こまめにマスクの着用をお願いします。 

   ・会場内での食事はご遠慮ください。 

 

１2．SEIBU PRINCE CLUB会員向け特典 

(1)「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」にご参加された方を対象にプリンスポイント 10,000ポ 

イント山分けキャンペーンを実施します。 

・キャンペーンへの参加方法 

「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」会場内に設置されたバーコードリーダーにて SEIBU  

PRINCECLUBカードのお客さま番号を読み込んでいただいたお客さまが対象となります。 

※1人 40ポイントを上限に 10,000ポイントを山分けしたプリンスポイントを進呈します。 

※ポイントはイベント終了後、1週間以内で加算します。加算実績はマイページよりご確認ください。 

 

 （2）「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」の開催にあわせて 6月 5日（土）限定でスマイルリンク 

キャンペーンを実施します。 

西武線沿線に設置の対象飲料自販機にてスマイルリンク登録された PASMO で購入していただくと、通常

1本につき 1ポイントのところ 10ポイントプレゼントします。 

※プリンスポイントは 1週間以内に加算します。加算実績はマイページよりご確認ください。 

※対象の飲料自販機は SEIBUスマイルリンク対象加盟店ステッカーが目印です。 

※会場内に飲料自販機はありません。 

※スマイルリンク登録方法については、こちらをご参照ください。 

https://www.seiburailway.jp/ticket/smilelink/index.html 

 

13.当日会場での「プレゼント品」について 

■「池袋線レッドアロー号 ラストランプロモーション」クリアファイル 

「池袋線レッドアロー号 ラストランプロモーション」クリアファイルを、会場にご来場いただきましたお客さま 

全員に、おひとりさま 1枚配布します。 

クリアファイルは、2020 年 11 月 8 日（日）「Laview ブルーリボン賞受賞記念 車両基地まつり in 横瀬」

で配付したものと同じです。 

 

                   

                                     

https://www.seiburailway.jp/ticket/smilelink/index.html


 ■Laview電車型ティッシュボックス 

当日ご来場いただいた小学生以下のお子さまに総合案内所にてプレゼントします。(おひとりさま一点まで。

無くなり次第終了。） 

 

■レッドアロークラシックオリジナルマスクケース 

「西武・電車フェスタ 2021 in 武蔵丘車両検修場」にお越しいただき、12：３0から 14：30の間に高麗駅か

らお帰りになるお客さまを対象にプレゼントします。(おひとりさま一点まで。無くなり次第終了。） 

 

14 ．そ の 他  

 ・詳細および最新情報は、西武鉄道Webサイトにて順次更新します。 

    https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/ 

・会場内にペットを伴ってのご入場はできませんのであらかじめご了承ください。 

※盲導犬などの補助犬（聴導犬・介助犬）は同伴いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/


【別紙-2】 

 

■西武鉄道グッズの販売について 

会場内特設ブースでの西武鉄道グッズの販売商品に関する詳細は以下のとおりです。 

   

・商 品 名    レッドアロークラシックラストラン ポスター（デザイン４種） 

※「ちちぶ号」「小江戸号」のレッドアロークラシックの写真を使用したデザインです 

 

 

 

 

 

 

 

  ・発 売 価 格   ①セット販売（全４種各１枚） 1５００円（税込）      

②単品販売（各種１枚）     40０円（税込）   

・サ  イ  ズ    B3サイズ 

・発売予定数   各種 ４００枚 

・購 入 制 限   セット販売および単品販売とも１回のご購入につきおひとりさま１セットまたは各種１枚まで 

となります。なくなり次第終了となります。 

・特 別 販 売   「西武・電車フェスタ 2021in 武蔵丘車両検修場」開催に先立ち、 

5月 15日（土）・16日（日）・２９日（土）のレッドアロークラシック臨時特急電車の運行にあわ

せて販売する「レッドアロークラシックラストラン パスケース」の発売場所にて、こちらの商品

の特別販売をセット販売（全４種各１枚）のみ数量限定で行います。 

 

・そ の 他    ・当日の販売状況により、セット販売が終了となる場合があります。  

・４月１７日（土）より販売を開始し、すでに一部売切れとなっている「レッドアロークラシック 

ラストラングッズ」（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）も好評につき数量限定で追加販売します。 

・商品の詳細につきましては、西武鉄道Webサイト西武鉄道グッズページをご確認くださ 

い。 

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

・当日は現金のみのお取り扱いとなります。 

・お持ち帰り用の袋のご用意はございません。マイバッグをご持参ください。 

・特設ブースでの販売価格は、一般発売価格とは価格が異なり１０円単位切り上げとなりま 

す。 

・「レッドアロークラシックラストラン ポスター」について、今後発売がある場合には、 

２０２１年６月１０日（木）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/ 

 

◇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 9:00～17:00（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。 

 

※画像はすべてイメージです 

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

