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～2021年夏の思い出を、ぜひ「５２席の至福」で～ 

●2021年 7～9月期 監修シェフ＆メニュー決定！ 

●「52席の至福」 ８月の平日に特別運行をします！ 
     ✔8月１１日（水） 「５２席の至福 夏のフルーツトレイン」 

✔8月２７日（金） 「シェフズトレイン 52席の至福×秋元さくらシェフ」 

 

 
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7～9月期を担当する監修シェフおよびメニューが決定しました。4～6月期に引き続き、ブラ

ンチメニューは、ベルギーのミシュランの一つ星店で修業し、2014年に独立して「La paix（ラぺ）」オーナーシェ

フを務める松本一平氏が監修し、ディナーメニューは、国際線のCAから料理人に転身し、豊かな感性と飾らない

性格が評判を呼び、多方面で活躍中の東京ミッドタウン日比谷「ｍorｃeau（モルソー）」オーナーシェフを務める

秋元さくら氏が監修します。 

そして、8月11日（水）に「52席の至福 夏のフルーツトレイン」を、8月27日（金）には「シェフズトレイン 52席

の至福×秋元さくらシェフ」を、通常は運行を行わない平日に特別運行します。 

「52席の至福 夏のフルーツトレイン」は、西武新宿駅発→西武秩父駅着のフルーツランチコース、西武秩父駅

発→西武新宿駅着のフルーツアフタヌーンティーコースの2コースを運行。お食事は軽食・デザート・紅茶を「52席

の至福」オリジナル仕様でお楽しみいただけるほか、料理・デザートは、埼玉県産のフルーツをふんだんに使用し

た特別コースで提供します。 

「シェフズトレイン 52席の至福×秋元さくらシェフ」は、西武新宿駅発→西武秩父駅着のアーリーランチコー

ス、西武秩父駅発→西武新宿駅着のレイトランチコースの2コースを運行。今期のディナーメニューを監修した秋

元さくら氏が乗車し、ディナーメニューをランチ用にアレンジし、シェフ自らが振る舞う料理を楽しめるコースにな

っています。さらにデザートは今回限定の特別デザートに変更して提供します。 

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 6月 25日 

西武 旅するレストラン「５２席の至福」

 
 52席の至福 内観（3号車） 

7-９月期のブランチコース

 
 52席の至福 内観（3号車） 

7-９月期のディナーコース

 
 52席の至福 内観（3号車） 



【別 紙】 

１．2021年7～9月期監修シェフ＆メニューについて 

 

【ブランチコース】 

■監修シェフ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■メニュー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ディナーコース】 

■監修シェフ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■メニュー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ブランチコース、ディナーコースともに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（https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/）にてご確認ください。 

＜アミューズ＞ 秩父アミューズ 2021年夏 

 

＜前  菜＞     秩父の大地の恵みの前菜プレート 

 

＜魚料理＞    夏が薫る鮎のプレート グリーンソースをアクセントに 

 

＜ メ イ ン ＞    至福の鴨のロースト オレンジボルドレーズソース 

 

＜デザート＞   秩父トロピカルパフェ 紅茶のジュレを添えて 

松本 一平/Matsumoto Ippei 

ラペ(La Paix)（日本橋）オーナーシェフ 

 

六本木などのレストランで修行をした後に渡欧。 

ベルギーのミシュラン一つ星のレストラン「レッソンシェル」にて腕を磨き、 

日本橋「オーグドゥ ジュール メルヴェイユ」のシェフに就任。 

2014年に独立し、「ラぺ」をオープンする。 

2018年度版のミシュランガイドから 4年連続で一つ星を獲得。 

＜前   菜＞    桃スープとアボカドフォンダン ズワイガニのリエットとトマトのジュレを添えて 

 
＜野菜の前菜＞ 埼玉野菜の一皿 ブールブランソースとベーコンとパルメザンチーズの泡と共に 

 
＜メ イ ン＞    至福の濃厚ビーフストロガノフ 

 
＜デザート＞    韃靼そば茶のブランマンジェ 塩アイスとオリーブオイル 

 

秋元 さくら/Akimoto Sakura 

モルソー(morceau)（日比谷）オーナーシェフ 

 

国際線 CAとして世界各地を訪れ、さまざまな食文化を体験するうちに料理への興味が高まり、料理人

に転身。調理師学校卒業後「オーギャマンドトキオ」の木下シェフに師事。2009年にソムリエでもあるご

主人とともにフランス家庭料理モルソーをオープン。季節の素材の持ち味 

を生かした女性らしく繊細でみずみずしい料理は数々のリピーターを生み 

出し、モルソーは現在予約のとれない店として連日の盛況を見せている。 

NHKあさイチレギュラー、JRリゾート列車料理監修、AEON主催の料理 

塾シェフパートナーズメンバー、レシピ本の出版、オリジナルキッチンウェア 

のプロデュースなど豊かな感性と飾らない性格が評判を呼び多方面で活 

躍中。一児の母。 

 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/


２．「52席の至福 夏のフルーツトレイン」について 

 

【コース名】  ５2席の至福 夏のフルーツトレイン 

【 日 程 】   202１年8月11日（水） 

【運行時刻】   ＜フルーツランチコース＞ 

西武新宿 11時18分頃発 → 西武秩父 13時50分頃着 

＜フルーツアフタヌーンティーコース＞ 

西武秩父 14時16分頃発 → 西武新宿 16時32分頃着 

【食事内容】  埼玉県産（秩父、東松山、加須、など）のフルーツを使用したこの日限りのスペシャルコースです。 

ウェルカムドリンク+特製コース料理２品+特製デザート３品 

          <コース内容＞ 

          ウェルカムドリンク ～フルーツを使用した特製モクテル～ 

          前菜 ～いちじくのサラダとデリの盛り合わせ～ 

          メイン ～和梨を添えたローストポーク～ 

          デザート① ～ぶどうのプレデセール～ 

          デザート② ～桃のメインデセール～ 

          デザート③ ～フルーツとプティフールの盛り合わせ～ 

          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ご用意いたします。 

※メニューは変更になる場合がございます。 

【旅行代金】   1名さま10,000円（税込・各コース共通） 

【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 

 

※＜フルーツランチコース＞＜フルーツアフタヌーンティーコース＞は、同じサービス内容です。 

※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。 

※「52席の至福 夏のフルーツトレイン」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。 

 

３．「シェフズトレイン ５２席の至福×秋元さくらシェフ」について 

 

【 コ ー ス 】   シェフズトレイン ５２席の至福×秋元さくらシェフ 

【 日 程 】   202１年8月27日（金） 

【運行時刻】   ＜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】   秋元シェフ監修コース料理４品（前菜、魚料理、肉料理、デザート） 

※シェフズトレイン限定で7～9月期のディナーコースをアレンジして提供します。 

※デザートは秋元シェフ特製デザートになります。 

※当日は秋元シェフが乗車し、調理します。 

※メニューは変更になる場合がございます。 

【旅行代金】   1名さま12,000円（税込・各コース共通）  

【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。 

※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×秋元さくらシェフ」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。 
 

 

４．「52席の至福 夏のフルーツトレイン」・「シェフズトレイン 52席の至福×秋元さくらシェフ」の申込方法 

 

申込受付は、2021年6月25日（金）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（お電話）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「52席の至福 夏のフルーツトレイン」にお申込みをされる場合、コース・人数

選択画面では、フルーツランチコースは「ブランチコース」を、フルーツアフタヌーンティーコ

ースは 「ディナーコース」を選択してください。また、「シェフズトレイン 52席の至福×秋

元さくらシェフ」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。 

・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 

 

５．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。 

 

６．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 

 

 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibu52-shifuku/


<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 

は「52席の至福」専用Webサイト内のお知らせをご確認ください。 

 

◇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０0分～17時００分（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 

 

 

 

 

https://shifuku.seibu-group.co.jp/info/wp-content/uploads/2020/12/%E2%98%8520200610_%E9%81%8B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%97%A5%E4%BB%98%E5%89%8A%E9%99%A4%EF%BC%89.pdf

