News Release
2021 年 9 月 14 日

「52 席の至福」 11 月に特別運行を実施します！
■ 11 月 3 日（水・祝） 「５２席の至福 ポテくまくんトレイン」
■ 11 月 12 日（金）
「52 席の至福×ＭＡＰＬＥ ＢＡＳＥ 5 周年記念」
■ 11 月 26 日（金）
「52 席の至福×兎田ワイナリーwith 乾杯共和国」

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「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、11月3日（水・祝）に「52席の至福 ポテくまくんトレイン」を休日の特別運行として、また11月12日
（金）の「52席の至福×ＭＡＰＬＥ ＢＡＳＥ 5周年記念」および、11月26日（金）の「52席の至福×兎田ワイナリー
with乾杯共和国」を通常は運行しない平日に特別運行します。
「52席の至福 ポテくまくんトレイン」では、人気のポテくまくんトレインの第４弾で、ポテくまくん仕様のスペシ
ャルドリンクやデザートをお楽しみいただけます。また、車内ではポテくまくんとの記念撮影会を実施し、撮影した
写真をオリジナル写真フレームに入れてプレゼントします。
「52席の至福×ＭＡＰＬＥ ＢＡＳＥ 5周年記念」は、2021年4月に「52席の至福」と日本初のシュガーハウス
「MAPLE BASE」がそれぞれ5周年を迎えたことを記念した特別運行です。「52席の至福」のブランチコースと、
デザートには「MAPLE BASE」で提供しているメープルパンケーキを「52席の至福」アレンジでご提供します。
「52席の至福×兎田ワイナリーwith乾杯共和国」は、埼玉県秩父市で大人気のワイナリーである秩父ファーマ
ーズファクトリー「兎田ワイナリー」との特別運行で、当日限定のコース料理と共に秩父兎田ワインのペアリングが
お楽しみいただけます。監修・製作は、秩父出身で兎田ワイナリー併設のレストラン「ツーリストテーブル釜の上」の
シェフ、ノースコーポレーション 門平光正氏が担当します。レストランガイド本「ゴ・エ・ミヨ」でも高評価を得る門
平シェフによる当日限定のコース料理をシェフ自らが振舞います。また、兎田ワイナリーの社長・深田和彦氏が乗
車し、兎田ワインの魅力を直接お伝えします。
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。

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）

兎田ワイナリー

ＭＡＰＬＥ ＢＡＳＥ

【別 紙】
1．「52席の至福 ポテくまくんトレイン」について
【コース】
【日 程 】
【運行時刻】

52席の至福 ポテくまくんトレイン
202１年11月3日（水・祝）
＜アーリーランチコース＞
西武新宿 10時47分頃発 → 西武秩父 13時48分頃着
＜レイトランチコース＞
西武秩父 14時03分頃発 → 西武新宿 16時32分頃着
【食事内容】 ■ウェルカムドリンク
ポテくまくんをイメージしたスペシャルドリンク
■食事内容
前
菜 ： 低温調理で仕上げた しっとり柔らか鶏ササミ肉と木の子のマリネ
ス ー プ ： 伝説のオニオングラタンスープ
メ イ ン ： 埼玉県産豚肩ロース肉の柔らかパン粉焼き 粒マスタードソース
デザート : 黒糖ババロア 醤油アイスと埼玉のフルーツを添えて
※デザートは、ポテくまくんアレンジにて提供予定です。
※上記のコースにはパンが付きます。
【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

２．「52席の至福×ＭＡＰＬＥ ＢＡＳＥ 5周年記念」について
【コース】
【日 程 】
【運行時刻】

５2席の至福×ＭＡＰＬＥ ＢＡＳＥ 5周年記念
202１年11月12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】 ■ウェルカムドリンク
メープルサイダー
※写真はイメージです。
■食事内容
前
菜 ： 低温調理で仕上げた しっとり柔らか鶏ササミ肉と木の子のマリネ
ス ー プ ： 伝説のオニオングラタンスープ
メ イ ン ： 埼玉県産豚肩ロース肉の柔らかパン粉焼き 粒マスタードソース
デザート ： 秩父産メープルを使ったパンケーキと和メープルアイス
※上記のコースにはパンが付きます。
【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

■MAPLE BASE
2016 年 4 月に秩父ミューズパーク内に、日本初のシュガーハウス「MAPLE BASE（メープルベース）」が
オープン。「シュガーハウス」とは、カナダにあるメープルシロップを製造している小屋のことです 。
「MAPLE BASE」は、豊かな森の恵みを味わえるカフェやショップなどを併設し、
五感で体験できる秩父のメープルブランドの発信拠点です。
山の持ち主たちや NPO と連携をして、スギやヒノキの「伐る林業」と
カエデの樹液の「伐らない林業」の複合化を目指しています。
MAPLE BASE は、未来の豊かな森を残していくため、
森の恵みをみなさまにお届けします。

3．「52席の至福×兎田ワイナリーwith乾杯共和国」について
【コース名】
【日 程 】
【運行時刻】

「52席の至福×兎田ワイナリーwith乾杯共和国」
202１年11月26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】 門平シェフによるこの日限りのスペシャルコースです。
前
菜 ： サーモンとしゃくし菜漬けのカルパッチョ仕立て 黄金かぼすのソース
パ ス タ ： 秩父ホエー豚を詰めたアニョロッティ 秩父キノコと燻製スカモルツァ
メ イ ン ： イチローズモルトでマリネした武州黒毛和牛のロースト
デザート ： さつまいものクレーマ ビーツとチョコレートのジェラート
ワ イ ン ： 兎田ワイナリー厳選 ワイン2種
・秩父ブラン2019 秩父市収穫 ミズナラオークチップ浸漬 秩父雲海ラベル
・秩父ルージュ2018 マスカット・ベーリーA＆メルロー 秩父市釜の上収穫
ウィスキー樽熟成＆ミズナラオークチップ浸漬
※上記以外にも、新酒ワイン等を特別にご用意しております（別途有料）
【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
※緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の要請内容に、「酒類提供休止」が含まれた場合、本企画運行は中止
となりますのでご了承ください。
■株式会社秩父ファーマーズファクトリー
秩父兎田ワイナリー/Chichibu Usagida Winery
＜栽培および醸造方法の特色＞
埼玉県秩父市にて「秩父生まれ、秩父育ちの、兎田ワイン」をモットーに
日本ワインの製造を行っています。約 30 年前から委託醸造でワインを
造り、2015 年から自社醸造所での生産を始めました。現在は約 2ha の
自社畑と秩父の農家のブドウからワインを造っています。
近隣にあるウィスキーメーカーのウィスキー熟成後の樽でワイン熟成や、
国産フルーツからミックスフルーツワインなども製造しています。
深田和彦氏
＜目指すワインのスタイル＞
「秩父を愛し、秩父に愛され、秩父に根付いたワイナリー」を目指し日々精進しております。秩父は様々な種
類の酒メーカーが存在し、異酒での連携などが盛んなため「秩父ならではの異酒連携にもチャレンジし、秩
父らしいワインとは何か」を模索しワイン造りをしながら、福祉活動や観光活性化を通じて地域貢献を行い、
埼玉県を代表するご当地ワインになれるよう、この先
50 年 100 年と研鑽を積み重ねてまいります。
■メニュー
■監修シェフ 門平 光正／Mitsumasa Kadohira
1982 年 埼玉県秩父郡皆野町出身。
2014 年 渡伊、ピエモンテ州トリノ郊外のカルーゾの一つ星リストランテ
Gardenia で 1 年間修行。 ウンブリア州オルヴィエートのオステリア、
エミリアロマーニャ州パルマのトラットリア、ピエモンテ州のリストランテ
21.9（同年ミシュラン一つ星獲得）でセコンド場を担当。
2016 年 10 月（株）ノースコーポレーション（さいたま市）へ復職。
Trattoria Diavola（大宮）シェフ(9 月閉店。移転準備中)。
兎田ワイナリーの併設レストラン、秩父うさぎだ食堂の料理を監修するなど、
多岐に渡って活躍中。
(一社)日本ソムリエ i 協会認定ソムリエ
第一種猟銃 狩猟免許

４．特別運行に関する注意事項
・メニューや企画内容は予告なく変更になる場合がございます。
・＜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。
各種アルコールは有料ですが、自治体から酒類の提供休止要請がある場合など、ご提供を見合わせる可能性
があります。
・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。
・上記３つの特別運行では、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。

5．申込方法
申込受付は、2021年9月１４日（火）14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
6．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。
・「52 席の至福」専用 Web サイト内にて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。
7．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
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

