
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2019年 3月 2日（土）・3日（日）、

西武球場前駅にて「新型特急車両『Laview』（ラビュー）お披露目イベント」を開催します。 

これは、建築家・妹島和世氏監修のもと、外観・内観ともに「いままでに見たことのない新しい車両」

が形となった新型特急車両「Laview」が 3月 16日（土）から営業運転を開始することを記念して開催す

るもので、西武球場前駅の構内で「Laview」の内覧会や撮影会を実施するほか、駅前広場では、「新型特

急車両『Laview』デビュー記念乗車券」やプラレール「S-19西武鉄道 001系 Laview（ラビュー）」の先

行発売、および「Laview」デビュー記念グッズを発売します。さらに、お披露目イベントの終了後には

「Laview」の快適な乗り心地を体感していただける「『Laview』体験乗車イベント」を実施します。また、

先行して所沢駅構内では「Laview」特設ブースを設置して PRを行います。 

現在運行している 10000系「ニューレッドアロー」から、25年ぶりに登場する新型特急車両「Laview」

を営業運転に先がけて皆さまにお披露目する機会です。ぜひお誘いあわせのうえご参加ください。 

詳細は、別紙のとおりです。 

※「Laview」の内覧会・撮影会会場へのご入場は、混雑緩和のため事前申込制とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Laview」エクステリア 

プラレール「S-19西武鉄道 001系 Laview（ラビュー）」 

（イメージ）©TOMY「プラレールは株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

「Laview」インテリア 

2019 年 3 月 2 日（土）・3 日（日） 
「新型特急車両『Laview』お披露目イベント」を開催します！ 
・「Laview」の内覧会・撮影会、および記念乗車券・プラレール・記念グッズを発売！ 

・「Laview」の快適な乗り心地を体感！体験乗車イベントを同時開催。 

・所沢駅構内では「Laview」特設ブースを設置！ ※2019 年 2月 19 日（火）から 

 

第 18-090 号 

 2019 年 2 月 14 日 

「新型特急車両『Laview』デビュー記念乗車券」 

（イメージ） 



【別紙】 

１．「新型特急車両『Laview』お披露目イベント」車両内覧会・撮影会について 

※事前申込必要：西武線アプリで事前に先着順に配付する「電子入場券」が必要です。 

 （１）開催日時 

2019年 3月 2日（土）・3日（日）9：00～15：00 ※最終入場は 14:00まで 

※雨天決行・荒天中止 

 

（２）開催場所 

西武球場前駅 構内（住所：埼玉県所沢市上山口 2090-3） 

 

（３）参 加 費 

無 料 

 ※車両内覧会・撮影会にご参加いただいたお客さまへ、「Laview」のカードをおひとりさま

1枚プレゼントします。 

※開催場所までの交通費はお客さま負担となります。 

※ペットを連れてのご入場はできません。（盲導犬、介助犬などの「ほじょ犬」は可）。 

 ※電車でご来場のお客さまは一旦改札口を出てイベント専用の入口からご入場ください。 

 

（４）主な内容 

・「Laview」車両内覧、撮影 ・「Laview」パネル展示 ・プラレールジオラマ展示 

 

（５）入場方法 

①概 要 

・車両内覧会・撮影会会場へは、西武線アプリで事前に先着順で配付する「電子入場券」をお

持ちのお客さまのみご入場いただけます。 

・事前に西武線アプリから「電子入場券」を発行していただき、イベント当日はスマートフォ

ンの「電子入場券」の画面を係員に提示してご入場いただきます。イベント会場の混雑緩和

と安全で快適にお過ごしいただくことを目的として実施するものです。お客さまのご理解と

ご協力をお願いします。 

・西武線アプリでの「電子入場券」の取得方法等詳細については以下をご確認ください。 

 

②「電子入場券」発行手順 

＜1＞アプリストアで「  西武線アプリ」を検索してください。 

    ＜2＞西武線アプリをダウンロードしてインストールを行ってください。 

※すでにご利用中の方は＜4＞からお進みください。 

＜3＞アプリの会員登録を行ってください。 

※マイページ→ユーザ情報→会員登録・ログインから 

※会員登録には、メールアドレスと生年月日が必要です。 

＜4＞初期設定が完了したら「イベント」内のバナーをタップして 

ください。 

※バナーは、2月14日（木）16:00頃から表示されます。 

 

 

 

 

＜5＞「電子入場券」の配付開始時間になると、「電子入場券発行」ボタンがタップできま

す。ご希望の日時を選択、ご利用人数を入力して「発行」ボタンを押すと電子入場券

が発行されます。 

「新型特急車両『Laview』車両内覧会・車両撮影会」 

電子入場券発行バナー 

西武線アプリ ホーム画面 

イベント マイページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「電子入場券」配付時間 

 2019年 2月 22日（金）15：00～2019年 3月 3日（日）13:59まで 

  ※配付時間から先着順で配付します。 

  ※各入場時間の 1分前まで配付します。 

  ※一度取得した「電子入場券」の日時の変更、キャンセル、再発行はできません。 

  ※配付予定枚数を配付次第終了となります。 

 

④入場時間・発行枚数 

「電子入場券」は、以下の入場時間別に両日合計 6,800枚発行します。 

 ＜入場時間＞ 

・ 9:00から 10:00までに入場 

・10:00から 11:00までに入場 

・11:00から 12:00までに入場 

・12:00から 13:00までに入場 

・13:00から 14:00までに入場 

＜発行枚数＞ 

     ・2019年 3月 2日（土）3,400枚 

     ・2019年 3月 3日（日）3,400枚  合計 6,800枚 

    ※イベント当日は、取得した「電子入場券」の入場時間内にイベント会場へ入場してくださ

い。当社の責による遅延等を除き、入場時間以外の入場はできませんのでお時間に余裕を

持ってご来場いただきますようお願いいたします。 

 

⑤参加可能人数 

「電子入場券」1枚につき大人・小児あわせて 4名さままで入場可能。 

※幼児（1才～5 才）、乳児（0才）は人数にカウントしません。 

※「電子入場券」の発行はお持ちのスマートフォンで 1枚のみ発行が可能です。 

※「電子入場券」の発行時にご利用人数を入力していただきます。入力した人数以上の入場

はできませんのでご注意ください。 

 

 

「新型特急車両『Laview』車両内覧会・車両撮影会」 

電子入場券発行手順 

※画面はイメージ 



⑥当日入場方法 

＜1＞取得した「電子入場券」の入場時間内に西武球場前駅の改札口横の「入場口」へお越

しください。 

＜2＞「入場口」で係員の指示により「電子入場券」に表示されている「入場する」ボタン

を押してください。 

＜3＞「入場する」ボタンを押したあとの画面を「入場口」にいる係員へお見せください。 

＜4＞イベント会場へ入場後は「Laview」の内覧・撮影をお楽しみください。 

 ※「入場する」ボタンを押すと入場時刻が画面に記録されます。イベント会場の混雑緩

和のため、入場後60分を目安にご退場いただきますようご協力をお願いいたします。

60分を超過すると「電子入場券」の画面に「時間超過」の文言が表示されますので、

「退場口」へお進みください。当日の会場の混雑状況により「電子入場券」を確認さ

せていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 ※当日は、スマートフォンを忘れずにお持ちください。お忘れになりますと入場するこ

とができません。また、イベント会場に充電設備はありません。 

※「電子入場券」は1回のみ有効です。同一時間内に複数回イベント会場に入場すること

はできません。 

※画面コピーによる「電子入場券」の提示、および印刷した「電子入場券」をお持ちにな

りましてもご入場いただけません。 

 

（６）その他 

・イベント終了後は、全てのお客さまにイベント会場からご退場いただきます。 

・イベント会場内の通行は、入場から出場まで一方通行とさせていただきます。 

・イベント会場内の撮影スペースでは、三脚や脚立などの使用はお断りします。参加者の皆さ

まに写真撮影を楽しんでいただくため、撮影スペース内は係員が一定時間ごとに案内誘導さ

せて頂きますのでご了承ください。 

 

２．「新型特急車両『Laview』お披露目イベント」「Laview」グッズ発売について 

※事前申込不要：どなたでもご入場いただけます。 

（１）開催日時 

2019年 3月 2日（土）・3日（日）9：00～15：00 

※雨天決行・荒天中止 

 

（２）開催場所 

西武球場前駅 駅前広場 

 

（３）参 加 費 

無 料 

※開催場所までの交通費はお客さま負担となります。 

 

（４）主な内容 

・「新型特急車両『Laview』デビュー記念乗車券」先行発売 

 ※詳細は（６）「新型特急車両『Laview』デビュー記念乗車券」先行発売をご覧ください。 

・プラレール「S-19西武鉄道 001系 Laview（ラビュー）」先行発売 

     ※詳細は（７）プラレール「S-19西武鉄道 001系 Laview（ラビュー）」先行発売をご覧く

ださい。 

・「Laview」デビュー記念グッズ発売 

 ※詳細は（８）「『Laview』デビュー記念グッズ」発売をご覧ください。 

・軽食販売コーナー ※軽食等を販売するキッチンカーが出店します。 



 （５）入場方法 

    どなたでもご入場いただけます。 

 

（６）「新型特急車両『Laview』デビュー記念乗車券」先行発売 

発売期間：先行発売 2019年 3月 2日（土）・3日（日）9:00～15:00まで 

         ※一般発売 2019年 3月 9日（土）5:00～3月 31日（日）終電車まで 

発売場所：先行発売 「新型特急車両『Laview』お披露目イベント会場」特設販売ブース 

         ※一般発売 池袋・所沢・飯能・西武秩父の 4駅 

発売金額：１セット 1,000円（税込） ※現金でのみご購入いただけます。 

発 売 数：先行発売 2019年 3月 2日（土）3,000セット ※売り切れ次第発売終了 

2019年 3月 3日（日）2,500セット ※売り切れ次第発売終了 

          一般発売 1,500セット ※売り切れ次第発売終了 

               ※池袋駅 600・所沢駅 500・飯能駅 300・西武秩父駅 100セット 

               ※先行発売・一般発売とも、1 回のご購入につきおひとりさま 2 セッ

トまでとさせていただきます。 

有効期間：2019 年 3月 9日（土）～2019年 3月 31日（日）まで 

          ※各券片１回に限り有効 

有効区間：池 袋 駅から大人 470円区間 1枚 

西武秩父駅から大人 530円区間 1枚 

仕  様：オリジナル台紙に A 型硬券乗車券 2 枚をセット 

そ の 他：・各乗車券のバラ売りはしません。 

  ・お求めの際、券番号の指定はできません。 

・払いもどしをする際は、所定の手数料をいただきます。なお、払いもどしは

全券片が未使用かつ有効期間内で、内容物がすべて揃っているものに限り発

売駅にて取り扱います。 

 

（７）プラレール「S-19西武鉄道 001系 Laview（ラビュー）」先行発売 

発売期間：2019 年 3月 2日（土）・3日（日）9:00～15:00まで 

発売場所：「新型特急車両『Laview』お披露目イベント会場」特設販売ブース 

     発売金額：１個 2,400円（税込） ※現金でのみご購入いただけます。 

発 売 数：2019 年 3月 2日（土）・3日（日）各 2,500個 

※売り切れ次第発売終了 

※1回のご購入につきおひとりさま 2個までとさせていただきます。 

※乾電池、レールは付属しておりません。（単 3乾電池 1本使用） 

           ※一般発売は、4 月中旬より駅ナカ・コンビニ「トモニー」（一部店舗を除く）

で発売予定。詳細は西武鉄道 Webサイトトモニーページにてお知らせします。 

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

           その他、全国の玩具専門店、百貨店、量販店等の玩具売場、プラレール専門店

「プラレールショップ」、インターネットショップ等で発売予定。 

 

■「プラレール」とは 

「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）は、2019年に発売 60周年を迎えたロング

セラーの鉄道玩具で、3世代にわたって愛されているブランドです。日本国内ではこれまでに、

累計約 1,480種類、1億 6,900万個以上を販売しています（2019年 1月末現在）。 

 

（８）「『Laview』デビュー記念グッズ」発売 

発売期間：2019 年 3月 2日（土）・3日（日）9:00～15:00まで 

発売場所：「新型特急車両『Laview』お披露目イベント会場」特設販売ブース 

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


商品概要：①Laview デビュー記念メダル  

発売金額：１個 2,300円（税込） 

発 売 数：2019年 3月 2日（土）・3日（日）各 250 個 

商品仕様：メダル本体（約）直径 6cm 亜鉛合金製 

②Laviewレザーキーホルダー  

発売金額：１個 1,200円（税込） 

発 売 数：2019年 3月 2日（土）・3日（日）各 500 個 

商品仕様：（約）縦 11cm×横 4.8cm 牛革製 

③Laviewレザーパスケース  

発売金額：１個 2,500円（税込） 

発 売 数：2019年 3月 2日（土）・3日（日）各 500 個 

商品仕様：（約）縦 7.5cm×横 10.7㎝ 牛革製 

※すべて売り切れ次第発売終了 

※１回のご購入で 1 商品につきおひとりさま 1 個までとさせていただきま

す。 

※すべて現金でのみご購入いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「新型特急車両『Laview』お披露目イベント」の会場図および更新情報などは、当社 Webサイトで

お知らせいたします。 

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

 

３．「新型特急車両『Laview』体験乗車イベント」について 

※事前購入必要：イベント列車へのご乗車には、体験乗車イベントチケットが必要です。 

（１）開 催 日 

2019年 3月 2日（土）・3日（日） 

※雨天決行・荒天中止 

 

 （２）受付時間 

     14:30～15:30 

 

（３）受付場所 

西武球場前駅 駅前広場 

 

（４）参 加 費 

１名 2,500円（税込） 

Laviewデビュー記念メダル Laviewレザーキーホルダー Laviewレザーパスケース 

※すべてイメージ 

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


 ※大人・小児同額です。 

※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。 

※受付場所までの交通費はお客さま負担となります。 

 

（５）費用に含まれるもの 

・イベント体験代金  

※乗車券は含まれていません。受付後、乗車券は各自でお求めいただくか、PASMO・Suica

などの ICカード乗車券、定期券等をご利用ください。 

・「Laview」パンフレット 

・「Laview」オリジナルグッズ 2点 

※「Laview」オリジナルグッズは、2月 23日（土）に実施する西武百貨店主催の福袋試乗

会で配付するものと同一です。 

     ※「新型特急車両『Laview』お披露目イベント」の車両内覧会・撮影会終了後、すべての

お客さまに会場からご退場いただいたあと、受付がお済みのお客さまから駅構内の

「Laview」が展示しているホームにご案内します。駅構内に入場後は、発車時刻の 10分

前まで「Laview」の車両内覧・撮影等ができます。（当日の会場の混雑状況により実施で

きない場合があります。あらかじめご了承ください。） 

 

（６）運行時刻 

    西武球場前駅 16：10頃発→池袋駅 17：05頃着 

※池袋駅に到着後解散となります。折り返し西武線にご乗車いただく場合には、一旦改札 

口を出て乗車券をお買い求めください。 

 

（７）購入方法 

①一次受付 

期間内に申し込まれたお客さまの中から抽選で当選者を決め、当選された方のみに発売いた

します。 

受 付 方 法：Web申込み 

※お申込みはこちら⇒ https://l-tike.com/laview/ 

           ※座席の受付は、以下のとおり行います。 

・一 般 席【1名  2,500円（税込）】 

※2名分までお申込みできます。 

※3名分はお申込みできません。 

・ボックス席【4名 10,000円（税込）】 

受 付 期 間：2月 14日(木)10:00～2月 19日(火)23:59 

当選発表日時：2月 22日(金)15:00 

    支 払 期 間：2月 22日(金)15:00～2月 24日(日)23:00 

※クレジットカード決済でお申込みの方は、当選時に即時決済となります。

決 済 方 法：全国のローソン・ミニストップでの店頭支払いまたはクレジットカード

発 券 方 法：全国のローソン・ミニストップ Loppiにて 

 

※1 名さまでお申込みの場合、他のお客さまとご相席いただく場合がございますので予めご了

承ください。 

※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。 

※当選のお客さまは、支払期間中にお支払いいただけないとキャンセルとなりますのでご注意

ください。 

※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

https://l-tike.com/laview/


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｣、｢ent.lawson.co.jp｣を受

信できるよう必ず設定してください。 

 

②二次受付 

キャンセルなどにより空席ができた場合は、以下のとおり追加募集および Loppiでの発売を

行います。 

 

受 付 方 法：Web申込みまたは全国のローソン・ミニストップ Loppi【Lコード：32086】 

発 売 日：2月 26日(火)12:00～ ※予定席数に達し次第終了 

 

※発売開始後一時的に売り切れ表示となった場合も、予約中のお客さまが発券しなかった場合

には順次発売が再開されます。 

 

（８）その他 

・小児料金の設定はございません。おひとりさまにつき 1枚のチケットが必要です。ただし、

3 歳以下のお子さまが大人の膝の上でご参加いただく場合チケットは不要です。座席が必

要な場合は 1人 1枚チケットが必要となります。 

・チケット購入後はいかなる場合においても、お客さまのご都合でのキャンセル、払い戻し、

座席の変更はできません。 

・車内での飲食はご遠慮ください。 

・車内のトイレはご使用できません。 

・座席を指定することはできません。 

・当日の運行状況等によりイベントの内容が予告なく変更または中止になる場合があります。 

 

※「新型特急車両『Laview』お披露目イベント」・「『Laview』体験乗車イベント」注意事項 

・当日、都合によりイベントの内容が予告なく変更または中止になる場合があります。 

・マスコミや当社広報部などの取材、写真撮影などを実施します。撮影した動画や画像は、当日の

様子としてモザイク処理などを施さずに Webサイトや SNS等で公開する場合があります。ご了承

の上でご参加ください。 

 

４．所沢駅「新型特急車両『Laview』特設ブース」の設置について 

   新型特急車両「Laview」を、普段通勤・通学等で駅をご利用いただいているお客さまへ広く PRす

るため、以下のとおり所沢駅において「新型特急車両『Laview』特設ブース」を設置します。「Laview」

のパネル展示、オリジナルムービーの放映、フォトスポットの設置など「Laview」の魅力をご紹介

しています。ぜひご覧ください！ 

 

（１）設置期間 

2019年 2月 19日（火）～3月 18日（月） 

※設置期間は変更となる場合があります。 

 

 

（２）展示時間 

      初電車～終電車まで 

       ※オリジナルムービーの放映は、5:00～24:00まで 



 

（３）展示場所 

所沢駅構内コンコース 

※1番ホームへ降りる階段横のイベントスペース 

 

（４）内  容 

・「Laview」エクステリア、インテリア紹介パネルの展示 

・「『Laview』デビューまでのあゆみ」オリジナルムービーの放映 

      ・座って撮れる「Laview」フォトスポットの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 

・「Laview」に関する情報を特設 Webサイトでご覧いただけます。 

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

   ※2月 14日（木）17:00頃、特設 Webサイトのリニューアルを行います。さまざまなコンテンツ

を追加いたしますのでぜひご覧ください！ 

・「Laview」公式 SNSも更新中です。ぜひご覧ください。 

  Facebook 

  https://www.facebook.com/seiburailwayLaview/ 

  Instagram 

  https://www.instagram.com/seiburailway_laview_001/ 

  Twitter 

https://twitter.com/seiburailway001 

 

◇参考 

・2016年 3月 14日発行ニュースリリース 

 2018年度、新型特急車両が走り出します！ 

 https://www.seiburailway.jp/railways/20160314shingatatokkyu.pdf 

・2017年 6月 13日発行ニュースリリース 

 新型特急車両の基本デザインが決定しました！ 

 https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2017/20170613_shingatatokkyuu_2.pdf 

・2018年 10月 29日発行ニュースリリース 

 新型特急車両「Laview」2019年 3月デビュー！ 

 https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20181026Laview.pdf 

・2019年 1月 29日発行ニュースリリース 

 2019年 3月 16日（土）ダイヤ改正を実施します 

  https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/2019daiyakaisei.pdf 

 

「新型特急車両『Laview』特設ブース」（設置イメージ） 

https://www.seiburailway.jp/railways/laview/
https://www.facebook.com/seiburailwayLaview/
https://www.instagram.com/seiburailway_laview_001/
https://twitter.com/seiburailway001
https://www.seiburailway.jp/railways/20160314shingatatokkyu.pdf
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2017/20170613_shingatatokkyuu_2.pdf
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20181026Laview.pdf
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/2019daiyakaisei.pdf


・2019年 1月 29日発行ニュースリリース 

2019 年 3 月 16 日（土）から新型特急車両「Laview ラビュー」運行開始 ！ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20190129Laview_debut.pdf 

 

◇お客さまのお問合せ先 

【イベントに関するお問合せ】 

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］ 

 

【「新型特急車両『Laview』体験乗車イベント」チケットに関するお問合せ】 

ローソンチケットお問合せ TEL.0570-000-777 

  [営業時間：10時～20 時] 

 

以 上 

 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20190129Laview_debut.pdf

