
                                                                                                        
 

 

News Release 

  

「西武鉄道創立110周年」×「鉄道開業150周年」記念 

「西武トレインフェスティバル2022 in 横瀬」 

10月 15日（土）・16日（日） 〈入場無料・完全事前申込制〉 

✓今年度は 10月 15日・16日の 2日間開催 

✓10月 15日には「夜間撮影会」を開催！ 

✓懐かしの機関車に「西武鉄道創立 110周年」×「鉄道開業 150周年」 

ヘッドマークの掲出を実施！ 

 

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、2022 年 10 月 15 日（土）・16

日（日）に、「西武トレインフェスティバル 2022 in 横瀬」を横瀬車両基地（埼玉県秩父郡横瀬町）で開催します。

今年度は、広々とした車両基地内を楽しんでいただくため、入場を一日約 2,０００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、懐かしの電車・機関車の展示に加え、機関車には「西武鉄道創立 110 周年」×「鉄道開業 150 周

年」ヘッドマークの掲出（時間による付替え）を行います。さらに今回特別に E８５１形・E３１形機関車で気笛の

吹鳴と親子限定「あなたのE851・E31、５分間お好きにどうぞ！」と題した、ヘッドマークをつけた写真撮影や

運転席見学、連結器解錠操作などを５分間自由にお楽しみいただけるイベント（完全事前申込制）を実施します。

その他、線路点検車両「レールスター」の乗車体験（10月 15日のみ・先着順）やミニ電車の運転、お子さまの制

服撮影など、鉄道好きのあらゆる層の方がお楽しみいただける企画をご用意しています。なお、10 月 15 日

（土）には、当社の鉄道イベントとしては初めて「夜間撮影会」（完全事前申込制）を開催します。 
 

普段入ることのできない横瀬車両基地にお越しいただき、イベントを楽しんでみてはいかがでしょうか？ 
 

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 9月 22日 

過去の様子 懐かしの機関車（E３１形） 



 

【別紙】 

「西武トレインフェスティバル 2022 in 横瀬」について 

 

１．開催日時   2022年 10月 15日（土）・16日（日） 1３：00～15：00 (最終入場 14:00）  

＜雨天決行・荒天中止＞ 

 

２．開催場所   横瀬車両基地（埼玉県秩父郡横瀬町横瀬 3742－2） 

 

３．入 場 料   無 料  ※完全事前申込制 

 

４．主な内容   （１）懐かしの車両・機関車の展示 

             ※展示予定車両：E851形・E31形・ED１０形等の機関車 

5501号車・2001号車等の電車 

             ※懐かしの機関車で、「西武鉄道創立 110周年」×「鉄道開業 150周年」ヘッドマークの掲出    

を時間による付替え方式で行います。 

（2） レールスター乗車体験 （10月 15日のみ） 

※SEIBU PRINCE CLUB会員証（アプリ・カード）の提示による先着順 

（３） 保線作業の実演（10月 15日のみ） 

（4） 電気作業に使用する軌陸車の展示 

（5） ミニ電車の運転 

（6） こども制服撮影 

(7) 横瀬町の農産物や秩父地域の地場産お土産品の販売 

（8） 西武鉄道グッズの販売 

（9） 親子限定「あなたの E851・E31、５分間お好きにどうぞ！」 

※写真撮影、運転席着席、連結器解錠操作、ヘッドマークをかけた撮影などが 

５分間自由お楽しみいただけるイベント（完全事前申込制） 

（10） 夜間撮影会 （10月 15日のみ・完全事前申込制） 

（11）来場者限定 「SEIBU Smile POINT」10,000ポイント山分けキャンペーン 

※SEIBU PRINCE CLUB会員証（アプリ・カード）の提示により、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。 

 

    ※イベントやキャンペーンの参加方法・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。 

    

５．会場への入場方法 

広々とした車両基地内を楽しんでいただくため、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、西武鉄道Webサイトをご覧ください。 

    

（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10月5日（水）10：00～20２2年10月16日（日）14：00  

※先着順 定員に達し次第、受付を終了いたします。 

   ＜定   員＞ 各日約2,000名 

    

   （2）ツアー列車をご利用の方 

「西武トレインフェスティバル 2022 in 横瀬」の開催にあわせ、横瀬車両基地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、そのままトレインフェスティバル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。 

https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/trainfestyokoze2022
https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/trainfestyokoze2022


 

    

■2022年 9月２２日（木）リリース 「西武トレインフェスティバル直通ツアーを 2運行開催！」 

   https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/20220922_yokozetourtrain/ 

 

  （３）親子限定イベント「あなたの E851・E31、５分間お好きにどうぞ！」 

本イベントご参加の方は、入場券なしでトレインフェスティバルにご入場いただけます。 

＜応募方法＞「往復はがき」での応募になります。 

          ※必要事項・宛先は西武鉄道Webサイトをご確認ください。 

＜定   員＞ １日 20組４０名  ※往復はがき 1枚につき 1組のみの申込となります。 

＜参 加 料＞ 2,000円  当日イベント受付でお支払いください。 

＜決済方法＞ 交通系ＩＣカード（ＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａ等）のみ   

あらかじめ駅等で必要金額をチャージいただいたカードをお手元にご準備ください。 

 ＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。  

Ｓｕｉｃａは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

SEIBUスマイルリンクに登録した PASMOのお支払いで SEIBU Smile POINTが 

貯まります。 

 

  （4）夜間撮影会（10月 15日のみ開催） 

     本撮影会ご参加の方は、入場券なしでトレインフェスティバルにご入場いただけます。トレインフェスティ

バル終了後、夕暮れ時（ブルータイム）から日没後にかけて展示車両の撮影をお楽しみください。今回特別

に、E851形・E31形機関車の西武秩父寄り前照灯の点灯、運転室灯の点灯も行います。ご参加には西武

鉄道Webサイトからの事前申込が必要です。 

<開催時間> １６：００～１８：００ ＜雨天決行・荒天中止＞ 

＜申込日時＞ 2022年 10月 5日（水）10:00～2022年 10月６日（木）23:59   

＜定   員＞ ４０名  ※申込は 1名のみの受付 

＜入 場 料＞ 15,000円  当日受付でお支払いください。 

＜決済方法＞ 交通系ＩＣカード（ＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａ等）のみ   

あらかじめ駅等で必要金額をチャージいただいたカードをお手元にご準備ください。 
 ＰＡＳＭＯは、株式会社パスモの登録商標です。  

Ｓｕｉｃａは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

SEIBUスマイルリンクに登録した PASMOのお支払いで SEIBU Smile POINTが 

貯まります。 

   ＜そ の 他＞ 当日は会場内で撮影をお楽しみください。夜間撮影会では三脚・自撮り棒等のご利用がで 

きます。他の参加者の迷惑にならないよう、マナーを守って撮影をお楽しみください。 

         

６．アクセス  西武秩父線 横瀬駅下車 徒歩約 7分 

           ※会場へのアクセスは、横瀬駅から会場に向かうルートは、「トンネル通路」を通り、会場から横

瀬駅に向かうルートは、「トンネル通路」を通らない「一部一方通行」とさせていただきます。

時間に余裕を持ってお出かけください。 

※会場および会場付近には駐車場がございませんので、電車でご来場ください。なお、イベン

ト開催時間に合わせ、電車内の混雑緩和のため、飯能～西武秩父駅間の各駅停車は、８両

編成で運転します。 

 

7．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。 

・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。 

 

 

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/20220922_yokozetourtrain/
https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/trainfestyokoze2022
https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/trainfestyokoze2022
https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/trainfestyokoze2022
https://www.seiburailway.jp/sightseeing/eventcampaigninfo/trainfestyokoze2022


 

＜参考＞ 

■「西武トレインフェスティバル 2022 in 横瀬」に合わせた乗車ポイントサービス「おでかけプラス」 

 本イベント開催の 10 月 15 日（土）・16 日（日）に横瀬駅で降車（出場）し、その後同じ日

に西武秩父駅で乗車（入場）した方を対象に「SEIBU Smile POINT」が貯まる乗車ポイン

トサービス「おでかけプラス」のキャンペーンを実施します。フェスティバルをお楽しみの後

は、西武秩父駅までご乗車いただき、「西武秩父駅前温泉 祭の湯」などにてお食事や温泉

を満喫いただき、特急 Laviewでお帰りいただいてみてはいかがでしょうか？ 

キャンペーン参加には、SEIBU PRINCE CLUBへの入会（入会金無料）、スマイルリン

ク登録の他、キャンペーンへのエントリーが必要です。出場・入場対象時間帯など、条件の詳

細については決定次第、西武鉄道WEBサイト内「乗車ポイントサービス キャンペーン一覧」

などでご案内いたします。 

・乗車ポイントサービス特設 WEB サイトはこちら 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/                  

・乗車ポイントサービス キャンペーン一覧はこちら 

  https://www.seiburailway.jp/joshapoint/ 

 

■西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」  

西武線沿線の駅ナカのお店や西武グループ施設などでの西武プリンスクラブ加盟店で SEIBU Smile 

POINT が貯まるほか、さまざまな特典を取りそろえた、入会金・年会費無料の西武グループの会員サービスです。

西武プリンスクラブ加盟店でのご利用 110 円（税込）につき SEIBU Smile POINTが 1ポイント貯まります。

西武プリンスクラブ加盟店でお会計の際に 1 ポイント＝1 円でご利用いただけます。    

https://club.seibugroup.jp/ 

 

■秩父市応援 秩父漫遊きっぷ 

通年発売している「秩父漫遊きっぷ」の内容はそのままに、秩父市の協力を受け、

発売金額を値下げ（最大 大人 640 円、小児 320 円引き）した企画乗車券です。

2022年7月22日（金）から 2023年3月 10日（金）までの期間限定で発売し

ます。 

西武線発駅から西武秩父駅までの往復乗車券（高麗～西武秩父駅間は２日間乗り

降り自由）と、西武秩父駅前温泉 祭の湯、バス、レンタカーの中から選んで（６つの

中から１つ）ご利用できる「漫遊マル得クーポン」がセットになったきっぷです。秩父

市応援 秩父漫遊きっぷのご提示で、秩父エリアの協賛施設・協賛店が割引料金で

ご利用できます。 

 

・秩父市応援 秩父漫遊きっぷの詳細はこちら 

https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/chichibushimanyuu2022/ 

・西武秩父駅前温泉 祭の湯はこちら 

  https://www.seibu-leisure.co.jp/matsuri/ 

 

 

◇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）] 

                                                                以上 

 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/
https://www.seiburailway.jp/joshapoint/
https://club.seibugroup.jp/
https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/chichibushimanyuu2022/
https://www.seibu-leisure.co.jp/matsuri/

