
  

 

  

 

  

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）は、12月 23日（土・祝）・24日（日）の

クリスマス時期に、くすのきホール（埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11 番地の 2）ほかにて、「スマイ

ルサンタが贈るプラレールカーニバル」を開催します。西武鉄道本社ビル 1階を第 2会場として開放し、

当社オリジナルプラレール「西武鉄道 9000 系 L
エル

-
－

train
ト レ イ ン

」発売のほか、西武鉄道グッズ新商品の発売、

西武グループ各社も出店します。 

24日(日)は、株式会社西武ライオンズ（本社：埼玉県所沢市、社長：居郷 肇）協力のもと埼玉西武

ライオンズスペシャルステージを開催します。 

当日は、本会場で埼玉西武ライオンズ「栗山 巧選手」と「増田 達至投手」のトークショーイベント、

マスコット「レオ・ライナ」、公式パフォーマー「bluelegends」のパフォーマンスを開催。 

ぜひご家族でのご来場をお待ちしております。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙】 

 

 

 2017 年 12 月 14 日 

「スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル」 

12月 24日（日）は埼玉西武ライオンズ 

「栗山 巧選手」「増田 達至投手」が来場する 

スペシャルステージ開催決定！ 

オリジナルプラレール「西武鉄道 9000 系L
エル

-train
トレイン

」 

© ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

栗山 巧 選手 

©SEIBU Lions 

増田 達至 投手 

©SEIBU Lions 

blue legends 

©SEIBU Lions 

ライナ 

©SEIBU Lions 

レオ 

©SEIBU Lions 

 西 武 鉄 道 株 式 会 社 
株式会社西武ライオンズ 



【別紙】 

スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル 

「埼玉西武ライオンズ スペシャルステージ」について 

１．開催日時  12月 24日（日）11：00～14：30 

（会場内の安全確保のため、混雑時は入場をお待ちいただく場合がございます。） 

２．開催場所    西武鉄道第二ビル 8階 くすのきホール（本会場） 

（埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11番地の 2） 

３．入 場 料    無 料 

４．主な内容  埼玉西武ライオンズマスコット「レオ・ライナ」、公式パフォーマー 

「bluelegends」のパフォーマンス、「栗山 巧選手」と「増田 達至投手」の 

トークショーイベントを開催します。 

●「レオ・ライナ」、「bluelegends」によるパフォーマンス 

 11:00～ 約 15分間 

●「栗山 巧選手」、「増田 達至投手」のトークショーイベント 

 14:00～ 約 30分間 

・トークショーイベント内で小学生以下のお客さまを対象にじゃんけん大会を 

実施します。最後まで勝ち残った方には素敵なプレゼントを差し上げます。 

         ・トークショー観覧エリア前方には小学生以下のお子さま優先エリアを設けます。 

※イベント内容は都合により変更になる場合がございます。 

５．交    通  池袋線・新宿線 所沢駅東口下車すぐ  

        会場周辺には駐車場・駐輪場はありません。会場へは電車・バスなどの公共交通 

機関をご利用ください。 

 

スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル 

「西武鉄道グッズ新商品」の発売について 

１．商品名・価格  ①「西武鉄道×プラレール ランチクロス」 500円（税込） 

        ②「西武鉄道×プラレール ランチ巾着」  800円（税込） 

        ③「西武鉄道×プラレール コップ袋」   500円（税込） 

        ④「西武鉄道 ミニタオルハンカチ（2枚セット）」800円（税込） 

２．発 売 日  12月 23日（土・祝）、24日（日） 

３．発売箇所  「スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル」 

西武鉄道本社ビル 1階（第 2会場） 

（埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11番地の 1） 

４．そ の 他  ・売り切れの場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

        ・イベント発売後の販売については、2018年 1月 11日（木）に当社 Webサイト内 

        「TOMONY トモニー（駅ナカ・コンビニ）ページ」にてお知らせいたします。 

         https://www.seiburailway.jp/guide/shop/tomony/ 

 

 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/guide/shop/tomony/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル 

西武鉄道本社ビル1階（第2会場）でのイベント内容について 

１．開催日時  12月 23日（土・祝）、24日（日） 10：00～16：00 

２．開催場所  西武鉄道本社ビル 1階（第 2会場） 

        （埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11番地の 1） 

３．入 場 料  無 料 

①オリジナルプラレール「西武鉄道 9000 系L
エル

-train
トレイン

」発売 

「西武鉄道 9000 系L
エル

-train
トレイン

」プラレールのご購入で、オリジナルシールをプレゼント!! 

オリジナルショッピングバックに入れてお渡しいたします。 

※1 回のご購入につきおひとりさま 2 個までの販売です。 

        ※オリジナルシールはプラレール 1 個につき 1 枚となります。 

        ※売り切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。 

        ※販売数量は 6,000 個です。（23 日は 4,000 個が販売上限となります。） 

        ②西武鉄道グッズ新商品発売 

③西武グループ各社の出店（伊豆箱根鉄道・西武バス・豊島園） 

④鉄道グッズの販売 

⑤飲食コーナー など 

        ※イベント内容は都合により変更になる場合がございます。 

※イベントの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/guide/event-campaign-info/） 

４．交    通  池袋線・新宿線 所沢駅東口下車すぐ  

        会場周辺には駐車場・駐輪場はありません。会場へは電車・バスなどの公共交通を 

ご利用ください。 

 

（左から）「西武鉄道×プラレール ランチクロス」、「西武鉄道×プラレール ランチ巾着」、 

「西武鉄道×プラレール コップ袋」イメージ 

「西武鉄道 ミニタオルハンカチ（2 枚セット）」イメージ 

https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル  

「飲食」の販売について 

１．開催日時  12月 23日（土・祝）、24日（日） 10：00～16：00 

２．開催場所  西武鉄道第二ビル１階 くすのきホールエントランス 

（埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11番地の 2） 

３．販 売 物  冬のあったかメニュー 各日 300食（予定） 

４．価  格  800円（税込） 

５．そ の 他  お買い上げのお客さまに 1食につき 1個、オリジナルマグネットクリップを 

プレゼント！ 

        キッチンカーの出店もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

「プラレール」とは   

※ 鉄道玩具 「プラレール」 は、１９５９年にプラレールの原型である「プラスチック汽車・レール

セット」が発売されてから半世紀以上、身近な“鉄道”をテーマに、子どもたちが社会を学び、創造力

を育む玩具として愛されています。青いレールを自由につなげて線路をレイアウトし、３両編成の列車

を走らせることが基本の遊び方です。発売当時から現在まで、青いレールの規格は統一されており、現

在では親子三世代にわたり親しまれています。日本国内ではこれまでに、累計約１，３７０種類、１億

６，０００万個以上を販売しています（２０１７年３月末現在）。

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/ 

 

「スマイルサンタが贈るプラレールカーニバル」詳細について 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2017/20171115chrisumasuevent.pdf 

 

オリジナルマグネットクリップ（イメージ） 

（左から）「オリジナルシール」「オリジナルショッピングバッグ」イメージ 

冬のあったかメニュー（イメージ） 

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2017/20171115chrisumasuevent.pdf


◇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：平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］ 

 

以 上 

 


