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西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）および株式会社スパイラルキュート（本社：東

京都中央区、社長：川上 洋一）では、2019年 3月 26日（火）から 2020年 3月下旬まで、人々を肯定し、癒

してくれるコウテイペンギンの赤ちゃん「コウペンちゃん」と「西武鉄道×コウペンちゃん いつもいっしょ

な はなまるトレイン キャンペーン」を実施しています。 

2020 年最初のキャンペーンとして、新たなデザインの限定コラボぬいぐるみ付き「西武鉄道×コウペンち

ゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」を、2 月 2 日（日）には西武線アプリで発行する電子予約券をお持ちの

お客さまを対象に先行発売、そして 2月 3日（月）からは西武トラベル Webサイト上での発売を行います。 

これまでに、西武鉄道の車掌、および駅長とコラボレーションしたぬいぐるみ付き記念乗車券を発売してま

いりましたが、西武鉄道には、皆さまがよく見かける「乗務員」「駅係員」だけでなく、線路や信号、車両等

の点検を行い、お客さまの安全を見守っている「技術係」がいます。今回は、そんな縁の下の力持ち「技術係」

デザインのコウペンちゃんをお迎えして、安全を見守ってもらってくださいね。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
西武鉄道×コウペンちゃん 

                    いつもいっしょな 

はなまるトレインキャンペーン 
 

               コラボ記念乗車券第三弾！！ 

             「西武鉄道×コウペンちゃん 
技術係さん コラボ記念乗車券」 

を発売します！！ 
 

【 先 行 発 売 】2 月 2 日（日） 池袋駅にて 西武線アプリ上の「電子予約券」取得者のみ発売 

【 W e b 発 売 】２月 3 日（月）～9 日（日）  西武トラベル Web サイト上にて発売 

【Web 追加発売】2 月 20 日（木）～  残数があった場合、西武トラベル Web サイト上にて発売 

 

※「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」 

  記念乗車券 券面イメージ画像 

  ©るるてあ 

 



【別紙】 

１．「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」概要について 

（１）発売概要  

【先行発売】 

   ・発売日時 2020年 2月 2日（日）10：30～14：30  

   ・発売方法 池袋駅 西武南口特設会場にて発売 

※おひとりさま 1セットまで購入可能です 

※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、２．西武線アプリ「電子予約券」による「西武鉄道×コウペン 

ちゃん技術係さんコラボ記念乗車券」先行発売についてをご参照ください） 

  【Web発売】 

・申込期間 2020年 2月 3日（月）15：00～2月 9日（日）23：59 

・発売方法 西武トラベル Webサイト上にて発売 

※おひとりさま 1セットまで申し込み可能です ※応募者多数の場合は抽選とします 

（詳細につきましては、３．西武トラベル Webサイト上での「西武鉄道×コウペンちゃん 

技術係さんコラボ記念乗車券」Web発売についてをご参照ください） 

   

  【Web追加発売】 

   ・発売期間 2020年 2月 20日（木）15：00～ 

・発売方法 ※【Web発売】にて残数が生じた場合のみ、西武トラベル Web サイト上にて発売します 

※おひとりさま一度に 1セットまで購入可能です 

（詳細につきましては、４．西武トラベル Webサイト上での「西武鉄道×コウペンちゃん 

技術係さんコラボ記念乗車券」Web追加発売についてをご参照ください） 

 

（２）発売金額 

1セット 2,000円（税込） 

※【Web発売】時は、別途送料・事務手数料として 1,000円（税込）がかかります。 

 

（３）発 売 数 

2,000セット（うち、先行発売 800セット） 

 

（４）有効期間 

2020年 2月 22日（土）～4月 30日（木）のうち 1日限り 

 

（５）有効区間 

池袋駅から 790円区間（大人・1枚） 

 

（６）仕  様 

オリジナルポストカード型記念乗車券と限定コラボぬいぐるみをセット 

 

（７）注意事項 

・乗車券とぬいぐるみ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。 

・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（コラボぬいぐるみを含む）がすべて揃っているものに限り、池袋駅にて 

取り扱います。（Web発売にてお求めの場合、購入に要した送料・手数料等は払い戻しの対象と 

なりませんのでご注意ください。）なお、払いもどしは池袋駅でのみ取り扱います。 

 

 

 



（８）デザインイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．西武線アプリ「電子予約券」による 

「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」先行発売について 

（１）概要 

西武鉄道 池袋駅 西武南口にて先行発売する「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記 

念乗車券」を購入するには、西武線アプリをダウンロード・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「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記 

念乗車券」をおひとりさま 1セット購入ができます。 

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等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 

    頂く流れとなります。 

     これは、購入時の待ち時間短縮および混雑緩和と、お客さまに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「電子予約券」の発行は以下をご確認ください。 

 

（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「    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、あらかじめアプリ会員登録をします。 

会員登録に必要な情報は、メールアドレスと生年月日です。 

         

③ 「イベント」内バナーをタップ 

        

 

ポストカード型記念乗車券（表・裏） 

イメージ（表・裏） 

限定コラボぬいぐるみイメージ（前・後） 

約 10cm 



※画像はすべてイメージです。 

④ 電子予約券の申込み 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「電子予約券」発行時間 

  1月 23日（木）10：00～ 

      ※先着順で発行します。 

※発行予定枚数を発行次第終了となります。 

 

 

 

（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合計 800枚発行します。 

 

＜購入可能時間＞ 

・10：30～11：00 

・11：00～11：30 

・11：30～12：00 

・12：00～12：30 

・12：30～13：00 

・13：00～13：30 

・13：30～14：00 

・14：00～14：30 

 

      ＜発行枚数＞ 

・合計 800 枚 

 

ご希望の時間帯の 

発行ボタンをタップ 

 

2月 2日（日） 

 

50 

43 

90 

75 

43 

会員登録はこちらから 



 

（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 1セット購入が出来ます。 

             ※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回限りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）先行発売当日の購入方法について 

  ・先行発売当日は、「電子予約券」の画面を西武鉄道 池袋駅 西武南口特設会場にて係員が確認します。 

スマートフォン等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 1セット購入ができます。 

  ・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きます。 

・スマートフォン等の提示はおひとり 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 

フォン等を提示しての購入はご遠慮ください。 

・画面コピーによる「電子入場券」画像の提示、および印刷した「電子入場券」や引換え済みの「電子入 

場券」をお持ちになっても無効とさせていただきます。 

・特設会場内にスマートフォン等の充電設備および Wi-Fi環境のご用意はありません。 

 

３．西武トラベル Web サイト上での 

「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」Web 発売について 

（１）概要 

今回の「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」の発売は、より多くの 

お客さまに快適にお求め頂くために、駅での発売はせず、西武トラベルの Webサイト上での購入のみと 

なります。購入いただいたお客さまには、指定の住所（日本国内に限ります）へ発送させていただき 

ます。 

また、Web発売にてご購入の場合、送料・事務手数料として、記念乗車券・ぬいぐるみ代金 2,000円 

（税込）のほか、一律 1,000円（税込）がかかります。 

 

※画像はすべてイメージです。 



（２）Web発売による購入手順 

受付期間内に、下記西武トラベルの Webサイトよりお申し込みをして頂きます。 

URL：http://www.seibutravel.co.jp/category/parent_01/koupen.html 

＜申 込 期 間＞     2020年 2月 3日（月）15：00～2月 9日（日）23：59 

＜支 払 期 間＞    2020年 2月 13日（木）15：00～2月 17日（月）15：00 

                      ※クレジットカード決済に限り 2月 17日（月）17:30まで支払いが可能です。 

            ※応募者多数の場合は抽選とさせて頂き、2月 13日（木）15：00に申込者 

全員にメールにてご連絡させていただきます。 

           ・上記支払い期間中に、クレジットカード決済、または銀行振込にてお支払い 

をお願いします。（振込手数料はお客さま負担となります。）期間内の振込が 

ない場合は、当選権利を無効とさせていただきます。 

              ・上記期間中に支払い手続きを完了されたお客さまには、2月 19日（水） 

以降、順次商品を発送します。 

 

４．西武トラベル Web サイト上での 

「西武鉄道×コウペンちゃん 技術係さんコラボ記念乗車券」Web 追加発売について 

（１）概要 

【Web発売】におけるキャンセル等により在庫がある場合、下記日程にて、Web追加発売を行います。 

Web追加発売にてご購入の場合、送料・事務手数料として、記念乗車券・ぬいぐるみ代金 2,000円 

（税込）のほか、一律 1,000円（税込）がかかります。 

 

（２）Web追加発売による購入手順 

受付期間内に、下記西武トラベルの Webサイトよりお申し込みをして頂きます。（先着順） 

URL：http://www.seibutravel.co.jp/category/parent_01/koupen.html 

＜発売開始日時＞     2020年 2月 20日（木）15：00～ なくなり次第終了 

           ・クレジットカード決済にてお支払いをお願いします。 

              ・期日までに支払い手続きを完了されたお客さまには、手続き完了次第順次、 

商品を発送します。 

５．その他 

 各施策のスケジュールや内容につきましては、現時点での予定であり変更となる場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 

 

◇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 
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