
                                                                                                        
 

 

News Release 

  

「西武鉄道創立110周年」×「鉄道開業150周年」記念 

「西武・電車フェスタ2022 in 武蔵丘車両検修場」 

6月 4日（土） 〈入場無料・完全事前申込制〉 

✓「検修場のお仕事」実演や 6000系 30周年記念グッズ販売などを開催 

✓来場記念ステッカーを全員にプレゼント！ 

✓「SEIBU Smile Point」10,000ポイント山分けキャンペーンを実施 

 

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 4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 2022 in 武蔵丘車両検修場」を開催します。今

年度は、入場を最大約３,０００人に制限した完全事前申込制にし、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開

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、当社で最も大がかりで詳細な車両検査を行っている武蔵丘車両検修場が普段行っている、通常

ではなかなかお目にかかれない検査風景を紹介する「検修場のお仕事」の実演や展示、6000 系デビュー３０

周年を記念したグッズや会場限定デザインの記念乗車券、鉄道部品の販売などを実施するほか、「西武鉄道創

立 110周年」×「鉄道開業 150周年」記念企画として来場者全員に記念ステッカーをプレゼントします。また、

ご来場の方限定で「SEIBU Smile Point」10,000ポイント山分けキャンペーンを実施します。 

 

なお、ご来場のお客さまの利便性向上と混雑緩和を図るため、飯能～高麗駅間で臨時列車（各駅停車）、 

飯能駅から会場への無料送迎バスを運転します。 

 

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。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

2022年 5月 1８日 

２０21年度の様子 



【別紙-１】 

「西武・電車フェスタ 2022 in 武蔵丘車両検修場」について 

 

１．開催日時   6月 4日（土） 1２：３0～15：00 (最終入場 14:00） ＜雨天決行・荒天中止＞ 

 

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 

 

４．主な内容   （1）武蔵丘車両検修場の係員による「検修場のお仕事」実演・展示 

普段はお目にかかれない、当社で最も大がかりで詳細な車両検査を行っている 

武蔵丘車両検修場が普段行っている検査風景を展示・係員が実演します。 

＜ 実演例 ＞ 

  ◆トラバーサーでの車両の入換作業 

   →実演時間外は、トラバーサー乗車体験を実施 

◆車輪に台車を被せる作業 

  ◆車輪の回転試験  など 

 

  ＜ 展示例 ＞ 

◆検修場作業の紹介動画 

◆発電機・コンプレッサー（年代・車両別） 

◆武蔵丘車両検修場の係員製作の 40000系モックアップ 

◆LED表示器の修理方法 

◆車輪の保守作業 

◆主電動機（モーター）のカットモデル 

◆主制御器の機器 

◆８５００系（山口線車両）台車  など 

    

  （2）撮影会・ミニ電車の運転 

    ・お子さま制服撮影会（運転士/車掌/駅係員） 

    ・ミニ電車の運転 

                                 

           （3）物販 

・会場限定デザイン ６０００系デビュー３０周年記念乗車券 ※詳細は後日お知らせします。 

・西武鉄道グッズの販売  ※詳細については、【別紙-2】をご参照ください。 

・鉄道部品販売        ※別途申込が必要です。 

・鉄道各社のグッズ販売 

 

５．会場への入場方法 

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ます。 

入場方法は以下の 4種類です。申込方法・入場方法など詳細については、下記URLをご覧ください。 

  https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/musashigaokafesta2022 

 

（１）西武線アプリによる「電子入場券」 

 西武線アプリへの会員登録がお済の方がお申込みいただけます。 
   ＜申込日時＞ 20２２年5月27日（金）10：00～20２2年6月４日（土）14：00 ※先着順 

   ＜定   員＞ 約1,５００名 

https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/musashigaokafesta2022


   （２）飯能市・日高市にお住まいのみなさま 

  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ご招待します。 

 ＜申込日時＞ 2022年５月１8日（水）14:00～2022年５月２３日（月）23：59 ※先着順 

 ＜定   員＞ 1,000名 （飯能市・日高市にお住まい方 それぞれ 500名さまずつ） 

   

  （３）鉄道部品販売をご利用の方（SEIBU PRINCE CLUB会員様限定） 

SEIBU PRINCE CLUB会員で、SEIBU Smile Pointを500ポイント以上保有している方がお申込み    

いただけます。先着で180名の方に、500ポイントと交換で「鉄道部品販売入場券」をメールで送信します。 

当該メール画面を提示することで、電車フェスタ会場および「鉄道部品販売コーナー」に入場することができ 

ます。 

＜申込日時＞ 2022年5月20日（金）10:00～2022年5月22日（日）23:59  ※先着順 

＜定   員＞ 180名  ※申込は1名のみの受付 

 

（４）ツアー列車をご利用の方 

「西武・電車フェスタ 2022 in 武蔵丘車両検修場」の開催にあわせ、武蔵丘車両検修場まで直通運転するツ 

アー列車を 2本運行します。ツアーご参加の方は、そのまま電車フェスタにご入場いただけます。 

ツアーの詳細については、以下をご参照ください。 

   ■2022年 5月 1８日（水）リリース 「西武・電車フェスタ直通ツアーを 2運行開催！」 

   https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/20220518_6000tour/ 

 

         

６．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。 

 

（1）池袋線 高麗駅から徒歩（約 15分） 

ご来場のお客さまの利便性向上と混雑緩和を図るため、定期列車のほか、12:00頃～１３：１５頃まで 

飯能～高麗駅間で、１０１系車両を使用した臨時列車を運転します。 

詳細は、西武鉄道Webサイトにてお知らせします。 

https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/musashigaokafesta2022 

※会場入り口付近には長さ約 200ｍの上り坂があります。 

  ※「西武・電車フェスタ直通ツアー」を除き、会場への臨時直通列車はございません。 

     

（2）池袋線 飯能駅南口から無料送迎バス（約 20分）  

1２:００から１３：４０まで約 15分間隔で運行予定です。帰路も運行します。 

※無料送迎バスは、電車フェスタご来場の方のみご乗車いただけます。 

※ベビーカーをお持ち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する場合があります。 

   

７．SEIBU PRINCE CLUB会員向け特典 

「西武・電車フェスタ 2022 in 武蔵丘車両検修場」にご参加の方を対象に「SEIBU Smile Point」 

10,000ポイント山分けキャンペーンを実施します。 

＜参加方法＞ 

会場内のバーコードリーダーにて SEIBU PRINCE CLUBカードのお客さま番号を読み込んでください。 

※1人 40ポイントを上限に 10,000ポイントを山分けした「SEIBU Smile Point」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。 

   ※SEIBU PRINCE CLUB の詳細はこちらをご覧ください。 https://club.seibugroup.jp/ 

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/20220518_6000tour/
https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/musashigaokafesta2022
https://club.seibugroup.jp/


８．新型コロナウイルス感染症対策について 

     ・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。 

 

９．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/sightseeing/eventcampaigninfo/musashigaokafesta2022 

・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。 

・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/sightseeing/eventcampaigninfo/musashigaokafesta2022


【別紙-2】 

西武鉄道グッズの販売について 

 

１．発売概要 （新商品）  

① ６０００系デビュー３０周年記念グッズ 

１９９２年６月に運行を開始した６０００系の６００１編成をデザインした記念グッズです。 

 

【発売予定数】   各３００個 

【購 入 制 限】   １回のご購入につきおひとりさま各１個まで 

【グッズ内容】 

（１）アクリルキーホルダー ６００円          （２）シートマグネット ６００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）コインケース １６００円                （４）ステンレスマグカップ ２２００円 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 2000系きいろの電車リュック 

つり革風のファスナーチャームがついたお子さま用のリュックです。 

 

【発 売 価 格】   ５５００円 

【サ イ ズ】   およそ H25×W20cm 

【発売予定数】   １００個 

【購 入 制 限】   １回のご購入につきおひとりさま１個まで 

 

 

③ オリジナルハイチュウ「ハイチュマライナー」 

拝島ライナーがパッケージにデザインされた、ぶどう味のハイチュウです。 

   

【発 売 価 格】   １セット２本入り ４００円 

【発売予定数】   ４,０００セット 

【購 入 制 限】   １回のご購入につきおひとりさま５セットまで 

 

※画像はすべてイメージです 

※価格はすべて税込です 



２．注意事項  

・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/life/srwgoods/ 

・①～③の商品は、６月６日（月）１２：００より西武鉄道オンラインショップでも販売する予定です。 

https://www.seiburailway-online.shop/ 

・会場では記載以外にも商品をご用意いたします。 

・売り切れとなる場合もございます。 

・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。 

・特設会場で販売するグッズの価格は、オンラインショップなどでの販売価格と異なる場合がございます。 

 

 

＜参考＞ 

◆西武鉄道グッズ特別販売会について 

「西武・電車フェスタ 202２ in 武蔵丘車両検修場」開催に先立ち、所沢駅で西武鉄道グッズ特別販売会を 

実施します。 

【実施日時】 5月２８日（土） １０：００～１５：００ 

【実施場所】 所沢駅南改札内（屋外デッキ付近） 特設会場 

【販売内容】 2000系きいろの電車リュック、オリジナルハイチュウ「ハイチュマライナー」、その他 

 

 

◇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。  

[営業時間：全日 9時～17 時（12/30～1/3 を除く）] 

 

 

https://www.seiburailway.jp/life/srwgoods/
https://www.seiburailway-online.shop/

