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西武鉄道株式会社（所在地：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、2019年11月1日（金）から2019年

12月31日（火）までの期間限定で、川越エリアへの誘客を図ることを目的に、イラストレーター・漫画

家「カナヘイ」が描く、日本と台湾で大人気のキャラクター「カナヘイの小動物」（広告・商品化・映

像化独占窓口：株式会社テレビ東京コミュニケーションズ / 本社：東京都港区、代表取締役社長：大

島信彦）を活用した「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅」キャンペーンを開催し

ます。 

これは2018年11月から2019年2月まで、期間限定で開催した人気企画で、この度ノベルティを一新し、

よりカナヘイファンの皆さまに楽しんでいただけるものになっています。 

2019年11月1日(金)から2019年12月31日(火)までの期間、対象の乗車券を指定の交換場所でご提示い

ただくと、「西武鉄道×カナヘイの小動物 オリジナルマスキングテープ」をプレゼントします。 

また、川越まつりの開催に合わせ、西武線アプリから電子予約券を取得いただいたお客さまへ「カナ

ヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号 応援ありがとう！記念乗車券」の発売を行いま

す。この記念乗車券は、2018年12月より新宿線で運行しているラッピング電車「カナヘイの小動物 ゆ

るっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号」のデザインを模したオリジナルデザインで、みなさまからの応

援への感謝と、これからも応援よろしくお願いしますという想いを込めています。 

さらに2019年10月10日（木）～15日（火）の期間限定で、池袋線・西武秩父線にてラッピング電車

「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号」の走行を予定しています。 

当社では、今後も川越市と協力のうえ川越エリアへの誘客を進めてまいります。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 
 

 

 

 

ピスケとうさぎ ラッピング電車（正面） 

11月1日（金）より 今年も 

「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅」キャンペーンを開催！ 

川越まつりが開催される10月19日（土）から記念乗車券も発売！ 

  

・キャンペーン対象の乗車券を提示して、数量限定のオリジナルマスキングテープをゲットしよう！ 

・新宿線で運行中のラッピング電車が、期間限定で池袋線・西武秩父線を走行します！  



【別紙】 

１．「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅」キャンペーンについて 

 

(1)実施期間 

2019 年 11月 1日（金）～2019年 12月 31日（火）まで 

 

(2)内  容  

上記期間中に次のいずれかの乗車券を指定の交換場所でご提示いただくと、限定グッズ「西武鉄

道×カナヘイの小動物 オリジナルマスキングテープ」をプレゼントします。 

※なくなり次第、配布終了となります。 

 

【対象乗車券】 

 川越アクセスきっぷ 

 小江戸・川越フリークーポン（年末の12月28日～31日は発売中止となります） 

【交換場所】 

 本川越駅観光案内所（西武本川越ぺぺ1階） 

 西武ツーリストインフォメーションセンター池袋（池袋駅1階 西武東口付近） 

【限定グッズ】 

 西武鉄道×カナヘイの小動物 オリジナルマスキングテープ 

※プレゼントお渡しの際に、対象乗車券にお渡し済みのスタンプを押させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)限定グッズ交換場所の詳細 

 本川越駅観光案内所 

本川越駅の改札を出て右手、西武本川越ペペ 1階にございます。 

 

【住 所】埼玉県川越市新富町 1－22 

【交換期間】2019年 11月 1日（金）～2019年 12月 31日（火）まで 

【営業時間】9：00～17：00まで（11月～3月） 年中無休 

 

 西武ツーリストインフォメーションセンター池袋（TIC池袋） 

池袋駅東口、改札外特急券うりば正面にございます。 

 

【住 所】東京都豊島区南池袋 1-28-1 

【交換期間】2019年 11月 1日（金）～2019年 12月 31日（火）まで 

【営業時間】8：00～18：00時まで 年中無休 

本川越駅観光案内所 

TIC池袋 

西武鉄道×カナヘイの小動物 オリジナルマスキングテープ ※イメージ 



２．「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号 

                   応援ありがとう！記念乗車券」の発売について 

 

(1)発売詳細  

 先行発売：予約制です 

【発売日時】2019年 10月 19日（土）、20日（日）10:00～18:00 

【発売箇所】本川越駅 2階改札内コンコース 

 

※おひとりさま 2セットまで 

※購入には西武線アプリの「電子予約券」が必要です。 

 （詳細につきましては、次ページ以降の西武線アプリ「電子予約券」による 

      「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号  

応援ありがとう！記念乗車券」予約発売についてをご参照ください） 

 

 一般発売 

【発売日時】2019年 10月 29日（火）5:00～2019年 11月 30日（土）終電車 

【発売箇所】西武新宿駅：特急券うりば 

本川越駅：オープンカウンター 

池袋駅：オープンカウンター 

 

 ※おひとりさま 2セットまで 

 ※池袋駅発売箇所は発売時間帯によって、地下イベントスペースとなる可能性もございます。 

 

(2)発売金額：1セット 1,000円（税込） 

 

(3)発 売 数：4,000セット 

 

(4)有効期間：2019年 10月 29日（火）～2019年 11月 30日（土） 

 

(5)有効区間：上石神井駅から 480円区間（大人・1枚） 

中井駅から 210円区間（大人・1枚） 

入曽駅から 440円区間（小児 220円区間・1枚） 

井荻駅から 180円区間（小児 90円区間・1枚） 

 

(6)仕  様：キャラクターをデザインした硬券 4 枚を二つ折りのオリジナル台紙にセットし、 

専用ビニール袋に封入したもの。 

 

(7)注意事項 

・なくなり次第発売終了です。  

    ・現金のみでの発売です。 

    ・お求めの際、券番号の指定はできません。 

    ・自動改札機は通ることができません。  



    ・払いもどしをする際は、所定の手数料（220 円）をいただきます。 

なお、払いもどしは乗車券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。 

    ・駅構内での発売のため、入場券もしくは西武線の乗車券が必要となります。 

 

 

(8)デザインイメージ 

 

 

 

 

３．西武線アプリ「電子予約券」による 

「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号 応援ありがとう！記念乗車券」 

予約発売について 

 

(1)概要 

川越まつりの開催に合わせて先行発売する「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く

川越旅号 応援ありがとう！記念乗車券」を購入いただくためには、「西武線アプリ」をダウンロ

ードおよびインストールいただき、事前に先着順で発行する「電子予約券」が必要です。 

先行発売では「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号 応援ありがとう！

記念乗車券」をおひとりさま 2 セットまで購入ができます。なお、電子予約券の番号は、記念乗

車券の券番号および購入順序を保証するものではありません。当日はスマートフォンを忘れずに

お持ちになり、購入時に「電子予約券」の画面を係員に提示していただく流れとなります。 

購入にあたって待ち時間の短縮および混雑緩和と安全を確保する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。 

 

(2)「電子予約券」発行手順 

ご利用にはスマートフォンが必要です。 

① アプリストアで「（リンゴマーク）西武線アプリ」を検索、ダウンロード→インストール 

② 西武線アプリの初期設定が完了したら、右下の「マイページ」でユーザー登録の「会員

登録・ログイン」をクリックし、「新規会員登録」をクリックします。会員登録に必要な

情報は、メールアドレスと生年月日、お客さまご自身で設定いただくパスワードです。 

中面デザイン ※イメージ 表紙デザイン ※イメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ アプリ画面の下に記載の「イベント」をクリックし、該当するバナーをタップします。 

④ 「電子予約券申込」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)「電子予約券」発行開始日 

2019 年 10月 7日（月）10時 00分（予定） 

※配付時間から先着順で発行します。 

※配付予定枚数を発行次第終了となります。 

 

※画像はすべてイメージです 



(4) 購入可能時間帯・発行枚数 

「電子予約券」は、以下の購入可能時間帯別に各日合計 700 枚発行します。 

 

＜購入可能時間＞ 

・10：00～11：00  

・11：00～12：00  

・12：00～13：00  

・13：00～14：00  

・14：00～15：00  

・15：00～16：00 

・16：00～17：00 

・17：00～18：00 

 

 ＜電子予約券発行枚数＞  各日合計 700 枚 

 

 

(5)電子予約券の発行 

※「電子予約券」には記念乗車券先行発売コーナーでの「購入可能時間帯」が記載されます。 

記念乗車券はおひとりさま 2セットまで購入が出来ます。 

※一度発行した「電子予約券」の時間の変更、キャンセル、再発行はできません。 

※発行はおひとりさま 1回のみです。 

※画像はすべてイメージです。 ご希望の時間帯の発行ボタンを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 

ご希望の 

時間帯を 

タップ 



(6)「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号 応援ありがとう！記念乗車券」先行 

発売コーナーおよび購入について 

 

・当日は、「電子予約券」の画面を記念乗車券先行発売コーナーにて係員が確認します。 
スマートフォンを忘れずにお持ちください。 

・記念乗車券の購入は、「電子予約券」をお持ちのお客さまのみご購入できます。記念乗車券は 
おひとりさま 2 セットまで購入ができます。 

   ・「電子予約券」に記載されている時間までに列にいらっしゃらない場合は、当社の責による遅

延等を除き、「電子予約券」の権利を無効とさせていただく場合があります。 

   ・スマートフォンの提示はおひとり 1 台のみ有効とさせていただきます。おひとりで複数のスマ 
ートフォンを提示しての購入はご遠慮ください。 

   ・画面コピーによる「電子予約券」画像の提示、および印刷した「電子予約券」をお持ちになっ 
ても無効とさせていただきます。 

   ・駅構内にスマートフォンの充電設備のご用意はありません。 

 

 

 

 

４．「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号」の池袋線・西武秩父線運行について 

 

(1)概要 

  2018年 12月 15日（土）より新宿線にて特急レッドアロー号で使用している 10000系 1編成を、

ラッピング電車「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅号」として運行をしてお

りますが、2019年 10月 10日（木）～15日（火）には、期間限定で池袋線・西武秩父線への走行

を予定しています。 

 

(2)運行期間：2019年 10月 10日（木）～15日（火）予定 

 

(3)編 成：10000系 7両（1編成） 

 

(4)運行区間：池袋線・西武秩父線（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ラッピング電車 車内装飾 



(5)運行情報 

   従来の新宿線運行につきましては、キャンペーン特設 Web サイトで毎月の運行を更新しています。

Web サイト内に公式ツイッター「西武鉄道×カナヘイの小動物キャンぺーン」を掲載しており、新

宿線内の運行情報に変更がある場合は、公式ツイッターでお知らせします。 

 

※今回の池袋線・西武秩父線の運行は期間限定の特別運行のため、キャンペーン特設 Web サイ

トおよび公式ツイッターでの運行情報はお知らせしません。 

※当日の運行情報は西武線アプリで確認できます。 

※特急電車のご乗車には乗車券のほか特急券が必要です。 

 

キャンぺーン特設Webサイト：https://www.goodlucktripjapan.com/special/seibu-kanahei/ja/ 

 ※今回キャンペーンに関する情報掲載は 10月下旬を予定しております 

 

  ★ラッピング電車の列車位置は、「西武線アプリ」にてご確認頂けます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

・カナヘイについて 

イラストレーター/漫画家。 

自作待受画像の配信から全国でブームとなり、2003 年に現役女子高校生イラストレーターとして

「Seventeen」(集英社)にてプロデビュー。以降、出版、モバイルコンテンツ、企業広告、キャラ

クターコラボ、「りぼん」(集英社)での漫画連載など、様々な媒体で幅広く活動を続け、20～30代

の男女を中心に多くのファンを持つ。「ピスケ&うさぎ」を中心とした「カナへイの小動物」シリー

ズは国内外でグッズ展開されており、LINE Creators Stamp AWARD で準グランプリ（2014年・2015

年）、グランプリ（2016年）を受賞。 

西武線アプリ（※イメージ） 

https://www.goodlucktripjapan.com/special/seibu-kanahei/ja/


 川越アクセスきっぷについて 

【発 売 場 所】新宿線西武新宿駅および高田馬場駅特急券うりば 

【概 要】西武新宿駅・高田馬場駅から本川越駅までの往復乗車券と往復特急券がセッ

トになったお得なきっぷです。特急レッドアロー号は全席指定、リクライニ

ングシートです。 

【金 額】大人1,500円（小児750円） 

【有効期間】ご利用当日限り有効 

      ※発売は特急の余席がある場合に限ります。 

 

 小江戸・川越フリークーポンについて 

【発 売 場 所】西武線各駅窓口および券売機（小竹向原駅、本川越駅、多摩川線各駅を除く）で発売し

ております。 

【概 要】西武線発駅から本川越駅までの往復乗車券と、小江戸巡回バスのフリーきっ

ぷをセットにしたきっぷです。西武線の運賃が割引となるほか、観光施設や

協賛店が割引料金でご利用できます。 

【金 額】各駅からの発売金額はこちらからご覧ください。  

https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/koedokawagoe-freecoupon/index.html  

【有効期間】ご利用当日限り有効 

 

ニュースリリース 『「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅」キャンペーン コラ

ボ記念ラッピング電車を12月15日（土）より運行開始！』（2018年11月28日リリース） 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20181128kanahei_LimitedExpress.pdf 

 

ニュースリリース 『訪日外国人向け企画「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅」

日本人のお客さまにも、12月 1日（土）より期間限定で開催！』（2018年 10月 30日リリース） 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20181030kanahei.pdf 

 

ニュースリリース 『訪日外国人向け企画「カナヘイの小動物 ゆるっと小旅 西武鉄道で行く川越旅」

11月 1日（木）より開始します！』（2018 年 10月 1日リリース） 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2018/20181001kanaheiCP.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]  

（なお、12 月 30 日～1 月 3 日はお休みします。）                以 上 
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