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史上初！ 7/24(火)・25(水)・26(木) 埼玉西武ライオンズ主催試合にあわせて 
 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）と株式会社西武ライオンズ（本社：埼玉県所沢

市、社長：居郷 肇）、サッポロビール株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：髙島 英也）は、7 月 24 日(火)・

25日(水)・26日(木)（対オリックス・バファローズ戦、各日試合開始 18時）に史上初となる生ビール飲み放

題のイベント電車「ヱビスビール特急 2018 for ライオンズ」を運行します。これは、特急レッドアロー号の

車内に特設のバーカウンターと生ビールサーバーを設置し、車内でヱビスビール<生ビール>を約 1時間飲み放

題のイベント電車です。 

2015年から毎年「ヱビスビール特急」として運行し、多くのお客さまに毎年ご好評をいただきました。 

今年はさらなるパワーアップとして、気温が上がりビールを美味しく味わえる時期に、史上初めてビール特

急を埼玉西武ライオンズ主催試合開催日に運行。運転時刻を会社帰りでも十分間に合うよう、池袋を 18時 46

分頃発車、西武球場前に 19 時 39 分頃に到着するよう設定しました。18 時のプレイボールには間に合わなく

ても、会社帰りにメットライフドームへ向かう道中で、埼玉西武ライオンズを応援しながら美味しいビールを

味わってみてはいかがでしょうか。なお、7 月 25 日(水)は「生ビール＆チケット半額デー」として、どなた

様でもメットライフドームでのビールが半額の 350 円(税込)でお楽しみいただける大変お得なイベントも開

催されます。 

イベント参加チケットには、ビール特急参加券（乗車券は別途自己負担）、特急車内でのおつまみ、埼玉西

武ライオンズ観戦チケット（3 塁側内野指定席 C（ライオンズ側）・座席は選べません）、メットライフドーム

内でのヱビスビール引換券（無料引換券 1枚）がついて、大人 1名 3,980円または 4,480円（税抜）とおトク

な価格設定です。本日 15 時よりローソンチケットで抽選申し込みを開始します。昨年実施時には参加チケッ

トが 2日足らずで“完売”した人気イベントのため、今年は抽選でお申し込みを受け付けます。 

また、今年の夏は、会社帰りに埼玉西武ライオンズの試合を観ながら美味しいビールを味わっていただきた

いという思いを込めて、5月中旬から来場促進ポスターを電車内や駅構内等で展開します。モデルは、埼玉西

武ライオンズ公式パフォーマーbluelegendsから EMIKAさんと Shiiさんが会社帰りの OL風の衣装で登場。友

達同士などで平日ナイター観戦を楽しむ様子を表現しています。今年の夏は仕事帰りに埼玉西武ライオンズを

観戦しながら美味しいビールを召し上がってみてはいかがでしょうか。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 
 

  

※本リリースの画像は、全てイメージです。 

▲ 特設バーカウンターの様子 ▲ ヱビスビール<生>飲み放題！ ▲ 来場促進ポスター 

史上初！ 7/24(火)・25(水)・26(木) 埼玉西武ライオンズ主催試合にあわせて 

「ヱビスビール特急 2018 for ライオンズ」初運行！ 
会社帰りに間に合う！池袋 18:46頃発 特急車内でヱビスビール<生>が飲み放題！(約 1時間) 

ビール特急、おつまみ、観戦チケット、球場内ビール引換券などがついて 3,980円～(大人 1名･税抜) 

～今年の夏は、会社帰りに埼玉西武ライオンズを応援しながら美味しいビールを味わおう！～ 



【別紙】 

西武鉄道「ヱビスビール特急 2018 forライオンズ」について 

 

１.イベント名 ヱビスビール特急 2018 forライオンズ 

 

２．開催日時 7月 24日(火)・25日(水)・26日(木)対オリックス・バファローズ戦 

   

３．イベント電車運行時刻 

・発車：池袋 18:46頃（特急ホーム） 

・到着：西武球場前 19:39 頃 

※18時の試合開始には間に合いません。復路の運転はありません。 

※臨時電車のため、予告なく運転時刻が変更となる場合があります。 

 

４.イベント概要 

①イベント特急運行…池袋発の特急車内に生ビールサーバーを設置して運転します。 

②生ビール飲み放題…特急車内で『ヱビスビール<生ビール>』が約 1時間飲み放題！ 

③埼玉西武ライオンズ試合観戦…内野指定席 C（3塁側（ライオンズ側）・座席は選べません） 

入場券付き！ 

④球場内ビール引換券…「ヱビスビール」無料引換券 1枚をお渡しします。 

⑤選べるおつまみ…本格中華または地元の新鮮野菜を使用した創作和食の 2つから選択 

 

５.チケット種類・価格 

◆特急車内「おつまみ」の内容により、下記 2 つからお選びいただけます。 

※座席確保の都合上、偶数人数(2･4･8名)でご参加ください。 

① 中華プラン【お一人さま 3,980円（税抜）】 

… 中国割烹旅館 掬水亭「本格中華おつまみ弁当」 

 

② 和食プラン【お一人さま 4,480円（税抜）】 

… 和食創作料理屋 SASAYA-楽屋「夏野菜たっぷりの和風ご褒美 BENTO」 

 

 

６.チケット発売方法 

◆期間内に申し込まれた方の中から抽選を行い、当選された方のみに発売します。 

・受付方法：Web申込み 

・受付期間：5月 8日(火)15:00～5月 31日(木)23:59 

・当選発表：6月 6日(水)15:00 

・決済方法：クレジットカード決済のみ 

・発券方法：全国のローソン・ミニストップ Loppiにて 

・お申込みはこちら ⇒ http://l-tike.com/yebisutokkyu2018/ （Ｌコード：30055） 

         

７.西武鉄道イベント Webサイト 

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

 

８.イベント主催 西武鉄道株式会社 

 

９.実施協力 株式会社西武ライオンズ、サッポロビール株式会社 

 

http://l-tike.com/yebisutokkyu2018/
https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/yebisubeer/index.html


 

 

10．注意事項・ご案内事項 

＜チケット購入時＞ 

・ 小児料金の設定はございません。小児の座席が必要な場合は 1人 1枚チケットをお買い求めください。 

・ 未成年のお客さまにはビールをご提供できません。必要に応じて年齢確認させていただきます。 

・ マスコミや公式カメラによる取材・写真撮影等を実施します。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公開する場合があります。ご了承のうえでチケットをご購入ください。 

・ 全ての提供食品で食材アレルギー対応は出来かねます。 

・ 参加チケット当選後はいかなる場合においても、キャンセル・払い戻し・座席変更はできません。ま

た転売などはご遠慮ください。営利目的の転売チケットを購入されたお客さまと判断された場合には、

イベント当日に参加をお断りする場合があります。 

・ 当選の際、イベント参加料のほかにシステム利用料等別途手数料がかかります。 

・ 当選・落選はローソンチケット Web ページ内の「『マイページ』でのご確認」または「ご登録のメー

ルアドレスに通知」でのご案内となります。 

・ お客さまの通信状況により当落通知メールが届かない場合もございますので、必ず抽選結果発表期間

内に『マイページ（申込詳細）』にて当落結果をご確認ください。 

・ 当選・落選メールが届かなかった場合のお問合せは一切お答えできません。 

・ 当落確認期間終了後のメール未着による当選・落選の未確認に関するお問合せには一切お答えできま

せん。 

・ ドメイン指定受信、メール指定受信ご利用の方は、｢l-tike.com｣、｢lhe.lawson.co.jp｣を受信できる

よう必ず設定してください。 

 

＜イベント当日＞ 

・ 事前に全国のローソン・ミニストップ Loppiにて「イベント参加チケット」を発券し、必ずご持参く

ださい。 

・ イベント参加チケットに【乗車券】は含まれません。 

・ 乗車券は各自でお求めいただくか、ICカード（PASMO・suica）、定期券等をご利用ください。 

・ イベント電車に限り、本イベントへの参加チケット提示で【特急券】は不要です。 

・ 池袋駅では、各自の乗車券で自動改札機を通過し、発車時刻までに特急ホームへお越しください。 

・ 池袋駅の発車時刻を過ぎますと、参加チケットは無効となります。お客さまの責によらない理由（交

通機関の乱れなどの不可抗力）による遅れの場合も、一切払い戻しはできませんのでご了承ください。 

・ メットライフドームの入場券や球場内ビール引換券などは特急車内でお渡しします。球場内の座席は

選べません。また、イベント電車にご乗車にならないお客さまは、参加チケットに付随する全てのサ

ービスをお受けいただくことはできません。 

 

11．来場促進ポスターについて 

今年の夏は、会社帰りにライオンズを観ながら美味しいビールを味わっていただきたいという思い 

を込めて、来場促進ポスターを展開します。 

・モ デ ル：埼玉西武ライオンズ公式パフォーマーbluelegends EMIKAさんと Shiiさん 

（会社帰りの OL風の衣装で登場。友達同士などで平日ナイター観戦を楽しむ様子を表現） 

・掲出期間：5月中旬～8月下旬頃まで（予定） 

・掲出箇所：B1・西武線各駅（小竹向原を除く）、B3・西武線車内ほか 

 

◇お客さまのお問合せ先 

 ◆チケット購入方法について 

ローソンチケット TEL.0570-000-777[営業時間：10時～20時、年中無休] 



   

 

（参考）中国割烹旅館 掬水亭について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■店舗コメント 

都心から電車で約 50 分、緑と湖に囲まれた「中国割烹旅館 掬水亭」は全室から多摩湖が一望できる客室や

各宴会場と、最上階に位置する絶景を眺めながら本格中国料理をご堪能いただけるレストラン天外天、大浴場

は石造りで露天風呂などを兼ね備えた宿泊施設です。レストランにて満月の夜は幻想的な雰囲気の中でのディ

ナーを味わえる‘ムーンライトディナー’を実施中。大浴場は地元所沢市の狭山茶を使用した香り立つ‘狭山

の茶湯’が好評です。 

■店舗情報 

〒359-1145 埼玉県所沢市山口 2942 

（山口線（ﾚｵﾗｲﾅｰ）遊園地西駅から徒歩 1分） 

■営業時間 

詳細は Webサイトをご確認ください。 

 

 

 

■定休日 

なし 

 

■お問合せ・ご予約 

・電   話：（04）2925‐7111 

・Web サイト： 

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

（参考）「和食創作料理屋 SASAYA-楽屋」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■店舗コメント 

楽屋と書いて『ささや』と読みます。楽しくリラックスしていただきたいと名づけました。秋津駅徒歩 5

分、夫婦で営む 20席ほどの小さなお店です。世田谷で 8年営業し、2014年に移転してまいりました。地元

で採れた新鮮な野菜を使った誰もが安らぐ日々の料理をお出ししています。女性の方はもちろん、ご家族

連れやご年配の方まで幅広くご利用いただいております。お店にご来店いただいた際には、アルコールや

自家製ドリンクと一緒に美味しくヘルシーなお食事で、時間を忘れてのんびりお過ごしください。 

■店舗情報 

〒189-0001 東京都東村山市秋津町 5-25-95 

（池袋線 秋津駅南口より徒歩 5分） 

 

 

 

■営業時間 

・火～土曜日 ： 18:00～24:00（L.O.23:00）  

・日曜日、祝日 ： 17:00～23:00（L.O.22:00）  

※店内禁煙 

 

 

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


■定休日 

・月曜日 

・月 1回日曜日  

※詳細は店舗にお問合せください。 

■お問い合わせ 

・電   話：070-6962-4308 

・T w i t t e r：@SASAYA_ushoku 

・Webサイト ：http://u-sasaya.sakura.ne.jp/ 

http://u-sasaya.sakura.ne.jp/


（参考）「ヱビスビール特急」の様子（2015 年、2016 年、2017 年） 

※本イベント「ヱビスビール特急 2018 forライオンズ」とは、一部内容が異なりますのでご了承ください。

2018年はプロ野球開催日に運行のため、ヱビスガールは特急に乗車いたしません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

▲特急レッドアロー号（クラシック塗装車両） 
 

▲特急車内（スタッフがビールをお席までお持ちします。） 
 

▲特急車内（皆さま素敵な恵比寿顔になってきました） 
 

▲特急車内（素敵なＬポーズです） 

▲あっという間にコップが空に・・・ ▲たくさんのヱビスビールに囲まれて・・・ 


