
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）は、2019 年 10 月 14 日（月・祝）に西武秩

父線開通 50 周年を迎えることと、当社沿線の観光地である埼玉・秩父を舞台とした映画「空の青さを知る

人よ」（以下、「空青」）が 10 月 11 日（金）に劇場公開されることにあわせ、9 月 1 日（日）より、西武秩

父線開通 50 周年と「空の青さを知る人よ」のコラボラッピング電車の運行を開始します。 

また、同日メットライフドームにて、埼玉西武ライオンズと「空の青さを知る人よ」のコラボが開催さ

れることに合わせ、西武球場前駅にてラッピング電車到着セレモニーを実施します。埼玉・秩父を舞台に

した映画「空の青さを知る人よ」のラッピング電車と埼玉西武ライオンズ「空青」コラボをぜひお楽しみ

ください。 

詳細は以下のとおりです。 

 

１．西武秩父線開通 50 周年＆「空の青さを知る人よ」コラボラッピング電車の運行について 

当社の 6000 系車両に西武秩父線開通 50 周年ロゴと映画「空の青さを知る人よ」に登場するキャラク

ターを施したコラボラッピング電車を運行します。 

（１）運行期間：2019 年 9 月 1 日（日）～ ※終了期日未定 

（２）編  成：6057 編成（ 1 編成）  

（３）運行区間：池袋線、狭山線など ※予定 

（４）デザインイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19-041 号 
 2019 年 8 月 27 日 

２０１９年９月１日（日） 
 

映画「        」ラッピング電車運行開始！ 
 

・西武秩父線開通 50周年とのコラボラッピング電車 

・西武球場前駅にて、ラッピング電車到着セレモニーを実施 

・埼玉西武ライオンズは、「空の青さを知る人よ」コラボを開催 
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２．西武秩父線開通 50 周年＆「空の青さを知る人よ」コラボラッピング電車到着セレモニーについて 

 運行開始初日となる 9 月 1 日（日）のメットライフドームでの埼玉西武ライオンズ 対 福岡ソフトバ

ンクホークス 戦 は、「空の青さを知る人よ」とのコラボが決定しています。このコラボに合わせ、当日、

西武線池袋駅から西武球場前駅に運行される以下の電車をコラボラッピング電車で運行し、西武球場前

駅にて声優の若山詩音さんによる到着セレモニーを実施します。 

 （１）対象電車：西武線池袋駅 15:02 発 準急 西武球場前行き（西武球場前駅 15:47 着） 

 （２）場  所：西武球場前駅 改札内コンコース周辺 

（３）時  間：15:45 頃 ～ 16:30 頃 （若山詩音さん登場時間：15:45 頃～16:00 頃 ※予定） 

（４）セレモニー内容 

①相生あおい役の若山詩音さんによる、電車到着・案内放送 

   ②映画「空の青さを知る人よ」PR うちわ、チラシの配布 

   ③秩父を舞台にした映画「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。（通称：あの花）」 

「心が叫びたがってるんだ。（通称：ここさけ）」に登場するキャラクターのパネル設置 など 

 （５）その他 

   ※当日の運行状況等により、対象電車が本ラッピング電車で運行されない場合があります。 

   ※セレモニー内容は予告なく変更する場合があります。 

 

【参考】若山 詩音（わかやま しおん）＜相生 あおい役＞ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

【参考】映画「空の青さを知る人よ」について 

「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。（通称：あの花）」「心が叫び

たがってるんだ。（通称：ここさけ）」で日本中を号泣させた“長井龍雪”監督

の集大成かつ真骨頂“せつなくて少しふしぎな感動ラブストーリー”が誕

生！また、「あの花」「ここさけ」と同じく、脚本家：岡田麿里（秩父市出身）

とキャラクターデザイン・ 総作画監督：田中将賀によるクリエイターチー

ム「超平和バスターズ」が再集結し秩父を舞台にしたオリジナルストーリー

を構築。その集大成を見せます！ 

「空の青さを知る人よ」は 2019 年 10 月 11 日(金)に全国東宝系にて公開！ 

 

1998 年生まれ。 

テレビや舞台に出演のほか、声優としても活躍。 

主な出演作品は、2002 年 NHK 大河ドラマ「利家とまつ」

（佐々なつ役）、2009～2013 年 NHK 教育テレビ「クッキン

アイドル アイ!マイ!まいん!」（きなこ役）など。 

今回、オーディションを経て、映画「空の青さを知る人よ」

（相生あおい役）に抜擢される。 

＜公式 Web サイト＞ https://soraaoproject.jp/ 

 

©2019 SORAAO PROJECT 

https://soraaoproject.jp/


【参考】埼玉西武ライオンズ「空の青さを知る人よ」コラボと「埼玉フェスタ」について 

埼玉フェスタ期間中の 9 月 1 日（日）対福岡ソフトバンクホークス戦で 2019 年 10 月 11 日（金）劇

場公開予定の映画「空の青さを知る人よ」とのコラボが決定。 

映画「空の青さを知る人よ」の舞台となった秩父だけでなく、所沢や飯能、東松山などのご当地グル

メが味わえるほか、コバトン（埼玉県マスコットキャラクター）やトコろん（所沢市マスコットキャラ

クター）、「SAITAMA PRIDE スペシャル PR サポーター」を務めるタレントの照英さんも来場し、自

身初の始球式に挑戦など「埼玉フェスタ」を盛り上げます。 

 

＜埼玉西武ライオンズ「空の青さを知る人よ」コラボ詳細＞ 

https://www.seibulions.jp/news/detail/00003008.html 

＜埼玉西武ライオンズ「埼玉フェスタ」詳細＞ 

https://www.seibulions.jp/event/saitamafesta/ 

 

【参考】映画「あの花」・「ここさけ」リバイバル上映会について 

秩父を舞台にしたオリジナルストーリーのアニメ映画「空の青さを知る人よ」(10 月 11 日（金）公開）

の公開を記念して、映画「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」、映画「心が叫びたがってるん

だ。」のリバイバル上映会を聖地・秩父で開催。各日 350 組 700 名様をご招待します。 

 

■リバイバル上映会について 

【上映日時・上映作品】 

 2019 年 9 月 21 日（土） 開演 13:00 

             映画「心が叫びたがってるんだ。」 

2019 年 9 月 22 日（日） 開演 13:30 

            映画「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 

※22 日は 13:00～「あの花」の人気キャラクター『めんまのお誕生日イベント」を開催！ 

※上映日によって、上映作品が異なります。 

【場  所】 秩父宮記念市民会館 〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町 8-15  

※アクセス 西武鉄道 西武秩父駅から徒歩 5 分 

秩父鉄道 御花畑駅から徒歩 3 分/秩父駅から徒歩 15 分 

【主  催】 秩父アニメツーリズム実行委員会（埼玉県秩父市、西武鉄道株式会社） 

【そ の 他】 募集方法など詳細は「秩父観光なび」をご覧ください。 

  ＜秩父観光なび＞ https://navi.city.chichibu.lg.jp/ 

        ※募集開始は 2019 年 9 月 4 日（水）を予定しています。Web サイトをご確認ください。 
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【参考】西武秩父線開通 50 周年キャンペーンについて 

西武鉄道では、西武秩父線および西武秩父線の開通と同時に運行を開始した特急電車が本年 10 月 14

日 （月・祝）に 50 周年を迎えることを記念し、「西武秩父線開通 50 周年記念キャンペーン」を実施し

ています。10 月には記念セレモニーを予定しているほか、7 月から順次「西武秩父線 50th×プラレール

60th 特別企画」、「特設 Web サイトの開設」、「記念乗車券の発売」、「各種イベント」など様々な取り組み

を実施しております（一部予定を含む）。 また、特急電車の運行開始 50 周年を記念したプロモーション

も展開予定です。これからも西武鉄道は、西武秩父線が皆さまから愛される路線であり続けることを目

指し、様々な取り組みを進めてまいります。 

 

＜西武鉄道 西武秩父線開通 50 周年記念特設 Web サイト＞ 

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

＜「西武秩父線開通 50 周年記念キャンペーン」を実施します。2019 年 7 月 4 日付リリース＞ 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2019/20190704seibuchichibuline_50.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 

 

 

 

西武秩父線開通 50 周年 

フラッグデザイン 
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