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2023年 2月 10日（金）～2023年 5月 7日（日） 

５駅のスタンプを集めて、スタンプラリーオリジナルグッズをもらおう！ 

 

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、2023年2月10日（金）～2023年5月7

日（日）の間、「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア） 」公開記念 西武線スタンプラリーを開催しま

す。 

 

これは、「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」が2023年３月３日（金）より公開されることを記

念して開催するもので、親子で一緒に楽しめるスタンプラリーです。 

西武線各駅（一部の駅を除く）の自動券売機で「西武線スタンプラリー１日おでかけきっぷ」をご購入いただくと、

「ラリーシート引換券」がセットで発券されます。スタンプ設置駅でラリーシートに引き換えていただき、西武線５駅

に設置されているスタンプを全て集めていただくと、クリア賞として「オリジナルパスケース」をプレゼントしま

す！ 

さらに、クリア賞と同時にお渡しする“Ｗチャンス賞応募ハガキ”をお送りいただくと、抽選で20名様にWチャ

ンス賞として「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア） ぬいぐるみ ドラえもん」をプレゼントします。 

 
また映画公開を記念して、２０２３年１月３０日（月）から「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」の

デザインを装飾したラッピング電車を運行しています。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年２月３日 

 
クリア賞 

「オリジナルパスケース」 

ⒸFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2023 
 

 

 
Wチャンス賞 

映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）  
ぬいぐるみ ドラえもん 

 

 

 ※画像はすべてイメージです 

 

開催！ 



【別紙】 

「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」公開記念 西武線スタンプラリーについて 

 

1．実施期間  2023年 2月 10日（金）～2023年 5月 7日（日） 

 

2．実施時間  9：30～17：00  

※「西武線スタンプラリー1日おでかけきっぷ」発売時間…初電車～16:00 

 

3．実施内容  ①「西武線スタンプラリー1日おでかけきっぷ（ラリーシート引換券付）」を、西武線各駅（一部の 

駅を除く）の自動券売機で購入 

           

②スタンプ設置駅（５駅）のいずれかの駅で「ラリーシート引換券」をラリーシートに引き換え 

           

③スタンプ設置駅（5駅）を巡り、スタンプを全種類集める 

※スタンプは５種類で、デザインは各駅で変わります。 

 

④全種類集めたら、スタンプ設置駅（5駅）でラリーシートを提示 

当スタンプラリー限定の“クリア賞（オリジナルパスケース）”と“Ｗチャンス応募ハガキ”を 

プレゼント 

 

 

※クリア賞は8,000個限定です。 

あらかじめご了承ください。 

※クリア賞の賞品は予告なく変更する場合が 

 ございます。 

 

 

 

 

 

 

           

⑤クリア賞と同時にお渡しする“Ｗチャンス賞応募ハガキ”を送ると、抽選で20名さまにWチャン

ス賞（映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）ぬいぐるみ ドラえもん）をプレゼント 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

クリア賞：オリジナルパスケース 
※デザインは写真と異なる場合があります。 

※デザインは写真と異なる場合があります。 

Wチャンス賞 

映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）ぬいぐるみ ドラえもん 

 



＜応募締切日＞   2023年5月25日（木）消印有効 

※“Ｗチャンス賞応募ハガキ”は、クリア賞一つにつき1枚お渡しします。 

※応募いただく際の切手は、お客さまご自身でご用意ください。 

※当選の結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

※Ｗチャンス賞の賞品は予告なく変更する場合がございます。 

 

4.ラリーシート引き換え駅・場所（ラリーシート引き換え時間…9:30～17:00） 

                ■ 池 袋 駅 ： 西武南口窓口 

■ 石神井公園駅 ： お客さまご案内カウンター 

■ 所 沢 駅 ： お客さまご案内カウンター 

■ 西武新宿駅 ： お客さまご案内カウンター 

■ 田 無 駅 ： お客さまご案内カウンター 

 

5．スタンプ設置駅・設置場所（スタンプ設置時間…9：30～17：00） 

■ 池 袋 駅 ： 1階 西武南口改札横（改札外） 

■ 石神井公園駅 ： 1階 コンコース（改札内） 

■ 所 沢 駅 ： 2階 南改札横（改札外） 

■ 西武新宿駅 ： 2階 定期券うりば横（改札外） 

■ 田 無 駅 ： 2階 コンコース（改札内） 

 

6．クリア賞プレゼント駅・お渡し場所（クリア賞プレゼント時間…9：30～17：00） 

            ■ 池 袋 駅 ： 西武南口窓口 

■ 石神井公園駅 ： お客さまご案内カウンター 

■ 所 沢 駅 ： お客さまご案内カウンター 

■ 西武新宿駅 ： お客さまご案内カウンター 

■ 田 無 駅 ： お客さまご案内カウンター 

 

7．「西武線スタンプラリー1日おでかけきっぷ」概要 

（1）発売期間 ２０２３年２月１０日（金）～２０２３年５月７日（日） 

（2）発売時間 初電車～16：00 

           ※スタンプ設置時間・クリア賞プレゼント時間とは異なります。 

（3）発売場所 西武線各駅の自動券売機 

※武蔵横手～西武秩父駅間、小竹向原駅、多摩川線各駅は除く 

※駅窓口では発売しません。 

（4）発売金額 大人 1,000円／小児 500円 

※「西武線スタンプラリー1日おでかけきっぷ」と、「ラリーシート引換券」の計 2枚が発券されます 

（5）有効期間 発売当日限り  ※前売りはありません。 

（6）有効区間 西武線 1日乗り降り自由 

※高麗～西武秩父駅間および多摩川線各駅は除く 

※高麗駅は乗り降りできます。 

(7)そ の 他  ・有効区間外に乗り越した場合は、別途精算が必要です。 

                          ・払いもどしをする際は、 『「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」公開記念 西 

武線スタンプラリー１日おでかけきっぷ』と『ラリーシート引換券』２枚すべてがあり且つ、未使 

用な場合に限り、西武線各駅（小竹向原駅を除く）窓口で取扱います。手数料 220円を差し 



引いた額を払いもどしします。 

・特急列車および有料座席指定列車にご乗車の際は、別途料金が必要です。 
 
8．その他 

・スタンプラリー実施期間中でもラリーシートおよびクリア賞が品切れの際には、イベントを終了する場合が 

ございます。 

・本イベントはさまざまな状況を考慮し、予告なく中止・変更させていただく場合がございます。 
  

＜参考＞ 

●ラッピング電車について 

「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」のデザインを装飾したラッピング電車を運行しています。 

運行概要は以下のとおりです。 

（１）運行期間 ： 2023年 1月 30日（月）～4月下旬まで （予定） 

           ※車両運用の都合により運行しない日もございます。 

（２）編   成 ： 40151編成（1編成） 

（３）運行区間 : 池袋線、狭山線、西武有楽町線、東京メトロ有楽町線・副都心線、 

東急東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線 

（４）デザインイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)走行位置情報提供 

「西武線アプリ」の列車走行位置画面にて「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」公開記

念ラッピング電車の走行位置を確認することができます。 

※列車位置情報を確認できるのは、「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」公開記念ラッピ

ング電車が当社線を走行中の場合に限ります。 

※「西武線アプリ」の詳細はこちら https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです。 

西武線アプリ ホーム画面 「列車走行位置」ページ画面 

※画像はイメージです 

アイコンイメージ 

※画像はラッピング電車のデザインの一部です 

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/


●３月 3日(金)公開  「映画ドラえもん のび太と空の理想郷（ユートピア）」について 

 

2023年 3月 3日（金）公開決定 

 

空に謎の三日月型の島を見つけたのび太は 

「あれこそ僕が探していたユートピアだ！」と言い張り、 

ドラえもんたちと一緒にひみつ道具の飛行船『タイムツェッペリン』で、 

その島を探しに出かけることに！ 

色々な時代・場所を探してやっと見つけたその正体は、 

誰もがパーフェクトになれる夢のような楽園＜パラダピア＞だった！ 

そしてそこで出会ったのは、何もかも完璧なパーフェクトネコ型ロボット・ソーニャ。 

すっかり仲良くなったドラえもんたちとソーニャだったが、 

どうやらこの楽園には大きな秘密が隠されているようで…。 

はたしてのび太たちは、その楽園の謎を解き明かすことができるのか！？ 

空に浮かぶ理想郷(ユートピア)での大冒険が始まる――！！ 

 

ⒸFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2023 

 

 

●ドラえもんと西武鉄道のこれまでの取り組みについて 

・2019年 12月 23日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の新恐竜」公開記念 西武線スタンプラリーを開催します！ 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3578 

※スタンプラリーは終了しました。 

 

・2020年 1月 8日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の新恐竜」ラッピング電車運行開始！ 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3553 

※「映画ドラえもん のび太の新恐竜」ラッピング電車の運行は終了しました。 

 

・2020年 7月 21日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の新恐竜」公開記念 西武線アプリスタンプラリーを開催！ 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3465 

※スタンプラリーは終了しました。 

 

・2020年９月２９日発行ニュースリリース 

未来に向かって出発進行！～ドラえもん 50周年記念～「DORAEMON－GO！」運行開始！ 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3483 

 

   ・2020年 10月２９日発行ニュースリリース 

    「映画『STAND BY ME ドラえもん 2』公開記念 西武線アプリスタンプラリー」を開催！ 

    https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3404 

     ※スタンプラリーは終了しました。 

 

 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3578
https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3578
https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3553
https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3465
https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3404


     ・2021年 2月 3日発行ニュースリリース 

「映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争（リトルスターウォーズ） 2021」公開記念 西武線スタンプラリーを

開催！ 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3699 

※スタンプラリーは終了しました。 

 

 

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉 

・新型コロナウイルス感染防止に向けて、西武鉄道では各種取り組みを実施・推進しています。 

https://www.seiburailway.jp/safety/prevention/ 

※イベント参加の際は、マスク着用や会話を控えるなど感染予防にご協力をお願いします。 

 

◇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：９時０0分～17時００分（12/30-1/3除く）］ 

 

以 上 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=3699
https://www.seiburailway.jp/safety/prevention/

