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メットライフドームで開催される 

ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 3rd LoveLive! Tour ～WONDERFUL STORIES～にあわせ、 

 

 

 

 

 

 

■参加者限定グッズ４点つき 

① シリアルナンバー入り プレミアムトレイン乗車記念プレート 

② 描き下ろしデフォルメデザイン プレミアムトレインオリジナルハンカチ 

③ 描き下ろし プレミアムトレインオリジナルクッション 

④ 描き下ろし プレミアムトレインオリジナルパスケース 

■ラブライブ！サンシャイン！！仕様の特急車両で開催予定！ 

■ラブライブスタンプラリーの「ラリーシート」と、スタンプ集めに便利な 

「西武線１日フリーきっぷ」つき（１日フリーきっぷはツアー参加当日のみ有効） 

                  

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、6月9日(土)・10日(日)の2日間、メットラ

イフドーム（最寄駅：西武球場前駅）で開催される「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 3rd LoveLive! 

Tour ～WONDERFUL STORIES～」にあわせて、ライブ・物販会場に向けて楽しみながら移動できる臨時特急

ツアー「ラブライブ！サンシャイン!!×西武鉄道プレミアムトレインツアー2018」を6月8日(金)・9日(土)･10

日(日)の3日間開催します。 

これは、ラブライブ！サンシャイン!!を応援しているお客さま用の特別ツアーで、臨時特急（池袋発→西武

球場前行き、または西武球場前発→池袋行き）の車内で快適な旅行を楽しみつつ、ツアー参加者限定グッズ4点

「シリアルナンバー入り プレミアムトレイン乗車記念プレート」「描き下ろしデフォルメデザイン プレミア

ムトレインオリジナルハンカチ」「描き下ろし プレミアムトレインオリジナルクッション」「描き下ろし プ

レミアムトレインオリジナルパスケース」（全て非売品）と、ラブライブスタンプラリーの「ラリーシート」と、

スタンプ集めに便利な「西武線1日フリーきっぷ」がついた特別なツアーです。 

詳細は、別紙のとおりです。 
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©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! 

オリジナルハンカチ オリジナルクッション（表） 
  オリジナルパスケース 

※画像は全てイメージ。 



 

 

【別紙】 

１．旅 行 名 称  臨時特急ツアー「ラブライブ！サンシャイン!!×西武鉄道プレミアムトレインツアー2018」 

 

２．催 行 日  ■6月 8日（金） 

旅行旅 行 行 程 【Ａ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 10時 41分発 → 西武球場前 11時 30分着） 

【Ｂ】西武球場前発 池袋行きツアー（西武球場前 14時 42分発 → 池袋 15時 34分着） 

    ※6 月 8 日（金）は物販会場でのグッズ販売のみでコンサートの開催はありません。 

    ※途中駅で乗降はできません。 

 

■6月 9日（土） コンサート 1日目 

【Ｃ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 10時 08分発 → 西武球場前 10時 47分着） 

【Ｄ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 12時 38分発 → 西武球場前 13時 11分着） 

【Ｅ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 14時 41分発 → 西武球場前 15時 45分着） 

    ※途中駅で乗降はできません。 

 

■6月 10日（日）コンサート 2日目 

【Ｆ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 10時 08分発 → 西武球場前 10時 47分着） 

【Ｇ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 12時 38分発 → 西武球場前 13時 11分着） 

【Ｈ】池袋発 西武球場前行きツアー（池袋 14時 41分発 → 西武球場前 15時 45分着） 

※ 途中駅で乗降はできません。 

 

３．旅 行 定 員 【Ａ】350名 【Ｂ】300名 【Ｃ】・【Ｄ】・【Ｅ】・【Ｆ】・【Ｇ】・【Ｈ】各 400名 

 

４．旅 行 代 金  1名 8,640円（税込） 

          ※申込先によってチケット郵送料または発券手数料が別途必要です。 

          ※旅行代金に含まれるもの：臨時特急ツアー参加権利・運賃（西武線 1日フリーきっ

ぷ）・臨時特急料金・ツアー参加者限定グッズ・ラリーシート・諸税 

          ※最少催行人員は各コースとも 120名です。 

 

５．旅 行 内 容  (1) ツアー参加者限定グッズ 4点付き 

          ※全て今回のツアー限定デザイン。（非売品） 

        「シリアルナンバー入り プレミアムトレイン乗車記念プレート」 

「描き下ろしデフォルメデザイン プレミアムトレインオリジナルハンカチ」 

「描き下ろし プレミアムトレインオリジナルクッション」 

「描き下ろし プレミアムトレインオリジナルパスケース」 

         (2) ラブライブ！サンシャイン!!仕様の特急車両に乗車。（予定） 

（3）プレミアムトレインツアー用車内放送実施。 

        （4）ラブライブスタンプラリーの「ラリーシート」とスタンプ集めに便利な「西武線 1日

フリーきっぷ」（1日フリーきっぷはツアー参加当日のみ有効。） 

             ※「西武線 1日フリーきっぷ」はラブライブスタンプラリー開催期間中に西武線

各駅（一部駅を除く）で発売する「スタンプラリー専用 1日フリーきっぷ」

とは異なります。 

 

 

 



 

 

６．お 申 込 み  以下 3社の旅行会社で申込みを受付けます。 

        【株式会社ポケカル】 

         ・5月 7日（月）16時 00分より申込受付開始。 

          株式会社ポケカル Webサイトにて先着順に受付けます。 

          URL：http://www.poke.co.jp 

         ・お申込み 1件につき、700円（税込）のチケット郵送料が必要です。 

         ・旅行代金のお支払にはクレジットカードがご利用いただけます。 

         ・ご旅行日の 7日前まで申込みを受付けます。 

         ・ご旅行日の 3日前を目安に「ゆうパック」で申込時にいただいた住所へ「最終旅行案内

書（集合場所・出発到着時刻・座席番号などのご案内）」「西武線 1日フリーきっぷ」

「オリジナルグッズ引換券」などを発送します。 

         ・旅行申込を取消される場合は取消料（＊１）が発生します。 

         ・1回のお申込みで 1～2名様まで受付けします。 

 

        【株式会社セブンドリーム・ドットコム】 

         ・5月 10日（木）10時 00分より申込受付開始。 

          セブンチケット Webサイトにて先着順に受付けます。 

          URL：http://7ticket.jp/sc/r2mg 

         ・6月 9日（土）・10日（日）の催行分のみ受付けます。 

          ※6月 8日（金）の催行分は他の旅行会社からお申込みください。 

         ・旅行代金は、お申込み後払込期限までにセブン‐イレブン各店舗のレジカウンターでお

支払いただきます。 

         ・お支払には現金・クレジットカード・電子マネー「nanaco」（※ポイントはつきません） 

がご利用いただけます。 

         ・お支払のあと、「西武線 1日フリーきっぷ・ラリーシート引換券」「最終旅行案内書（集

合場所・出発到着時刻・座席番号などのご案内）」「オリジナルグッズ引換券」をお渡し

します。 

           ※「西武線 1日フリーきっぷ・ラリーシート引換券」の取扱い 

             ご旅行参加前までに西武鉄道池袋駅 1階改札外コンコースに設置の“SEIBU 

Tourist Information Center Ikebukuro（以下「ＴＩＣ池袋」）”で、「西武線 1

日フリーきっぷ」と「スタンプラリーシート」にお引換ください。 

              ■引換期間 2018年 5月 16日（水）～ 旅行参加当日まで（年中無休） 

              ■引換時間 8時 00分～18時 00分 

              ■引換方法 「西武線 1日フリーきっぷ・ラリーシート引換券」を「ＴＩＣ池

袋」のカウンター係員にお渡しください。引換券 1枚につき、

「西武線 1日フリーきっぷ」1枚、ラブライブ西武線スタンプラ

リーの「ラリーシート」1枚をお渡しします。 

                    「西武線 1日フリーきっぷ」の有効期間はお客さまが申し込んだ

旅行参加当日限り有効です。有効期間の変更はできません。 

              ■注意事項 「西武線 1日フリーきっぷ・ラリーシート引換券」「西武線 1日

フリーきっぷ」「ラリーシート」の再発行はできません。紛失・

盗難等にご注意ください。 

         ・2018年 5月 31日（木）23時 29分まで申込みを受付けます。 

         ・1回のお申込みで 1～2名様まで受付けします。 

http://www.poke.co.jp/
http://7ticket.jp/sc/r2mg


 

 

         ・旅行申込を取消される場合は取消料（＊１）が発生します。 

          取消方法については以下 URLをご参照ください。 

          URL：http://7ticket.jp/go/i000014 

 

        【西武トラベル株式会社】 

         ・5月 10日（木）15時 00分より申込受付開始。 

          西武トラベル Webサイトにて先着順に受付けます。 

          URL：http://www.seibutravel.co.jp/category/event/lovelive_seibu.html 

         ・お申込み 1件につき、500円（税込）のチケット郵送料が必要です。 

         ・旅行代金のお支払にはクレジットカードまたは現金（銀行振込）がご利用いただけます。 

         ・ご旅行日の 11日前（予定）まで申込みを受付けます。 

         ・ご旅行日の 7日前（予定）を目安に簡易書留で申込時にいただいた住所へ最終旅行案内

書（集合場所・出発到着時刻・座席番号などのご案内）」「西武線 1日フリーきっぷ」

「オリジナルグッズ引換券」など発送します。 

         ・旅行申込を取消される場合は取消料（＊１）が発生します。 

・1回のお申込みで 1～4名様まで受付けします。 

 

７．注 意 事 項  ・全旅程で添乗員は同行しません。 

・奇数（1名、3名など）でご参加の場合には相席となります。 

・参加者限定の特別グッズなどは車内でお渡しします。郵送や別途引換は一切できません。 

 なお、車内で特別グッズをお渡しする際は、最終旅行案内書と一緒に郵送またはレジカ 

ウンターでお渡しする「オリジナルグッズ引換券」を回収します。 

「オリジナルグッズ引換券」がない場合、特別グッズをお渡しできませんのでご注意く 

ださい。 

・マスコミなどによる取材･撮影を実施し、モザイク処理などを施さずに公開する場合があります。 

・列車の運行状況によって旅行内容の変更、中止などが発生する場合があります。 

         ・乗車記念プレートのシリアルナンバーは無作為にお渡しします。ナンバーは選べません。 

 

８．企画・実施  ・西武鉄道株式会社 本社営業所（埼玉県知事登録旅行業第 2－1184号） 

埼玉県所沢市くすのき台一丁目 11番地の 1  

 

９．募 集 代 理  ・株式会社ポケカル （東京都知事登録旅行業第 2-6811号） 

           東京都中央区日本橋箱崎町 20-1 アンソレイエ・オオタ 5F 

           6月 8日（金）【Ａ】・【Ｂ】   の 6～7号車（112席）を販売。 

           6月 9日（土）【Ｃ】・【Ｄ】・【Ｅ】の 5～6号車（128席）を販売。 

           6 月 10 日（日）【Ｆ】・【Ｇ】・【Ｈ】の 5～6号車（128席）を販売。 

         ・株式会社セブンドリーム・ドットコム （東京都知事登録旅行業第 2-5765号） 

           東京都千代田区二番町 8番地 8 

           6月 9日（土）【Ｃ】・【Ｄ】・【Ｅ】の 7号車（48席）を販売。 

           6 月 10 日（日）【Ｆ】・【Ｇ】・【Ｈ】の 7号車（48席）を販売。 

・西武トラベル株式会社 （観光庁長官登録旅行業第 139号）  

東京都港区西新橋 1-14-2 新橋 SYビル 3階 

           6月 8日（金）【Ａ】の 2～5号車（238席）、【Ｂ】の 2～4号車（188席）を販売。 

           6月 9日（土）【Ｃ】・【Ｄ】・【Ｅ】の 1～4号車（224席）を販売。 

http://7ticket.jp/go/i000014
http://www.seibutravel.co.jp/category/event/lovelive_seibu.html


 

 

           6 月 10 日（日）【Ｆ】・【Ｇ】・【Ｈ】の 1～4号車（224席）を販売。 

          ※上記各旅行会社の販売数は、会社毎の販売実績に応じて増減することがあります。 

10．そ の 他   

   （＊１）取消料について 

       お客さまはいつでも下表の取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。通信契約を解

除する場合であってもお客さまの提携会社のカードに署名なしで解除することができます。 

 

取 消 日 取 消 料 

旅行開始日の前日から起算

してさかのぼって 

11日以前の解除 無  料 

10～8日前の解除 旅行代金の ２０％ 

7～2日前の解除 旅行代金の ３０％ 

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ４０％ 

旅行開始日当日の解除 旅行代金の ５０％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 

◇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  

 


