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西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）では、2020 年 6 月 5 日（金）に、特急車

両「001 系Ｌａｖｉｅｗ」が、鉄道友の会（会長：須田 寬）が制定するブルーリボン賞を受賞したことを受け、  

「Ｌａｖｉｅｗブルーリボン賞受賞記念キャンペーン」を実施しています。 

この度、10月 25日（日）に開催する受賞式の詳細ならびに、受賞式への参加と特別列車に乗車できる特

別ツアーの開催を決定しました。密集を避けるため、特別ツアー参加者以外の一般の方には受賞式に参加い

ただけませんが、後日 YouTube 西武鉄道公式チャンネルにて当日の様子を動画配信する予定です。受賞

式には Laviewのデザインに携わった建築家 妹島和世氏をはじめ、秩父出身の林家たい平師匠も登壇しま

す。 

また、特設 Web サイトを開設し、キャンペーンに関する情報を順次発信していきます。そのほか、「西武秩

父駅前温泉 祭の湯」では温泉エリアが割引になるキャンペーンも実施します。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Laviewブルーリボン賞受賞記念キャンペーン」 

2020年 9月 23日 

10月 25日(日)受賞式を実施します 

受賞式への参加と特別列車に乗車できる特別ツアーを同時開催 

Ｌａｖｉｅｗブルーリボン賞受賞記念キャンペーン 特設Webサイト（イメージ） 

特設Webサイトを開設しました 
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妹島和世氏 林家たい平師匠 



【別 紙】 

「特設Webサイト開設」「Laviewブルーリボン賞受賞式・受賞式特別ツアー」について 

 

（１）特設Webサイト開設について 

キャンペーン情報を発信する特設Webサイトを開設しました。今後、新しい情報を順次追加してまいります。 

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

 

（2）ブルーリボン賞受賞式について 

【日  程 】  2020年 10月 25日(日) 

【会  場 】  西武球場前駅構内 

【 登 壇 者 】  ・鉄道友の会 会長 須田寬氏 

・建築家 妹島和世氏 

・株式会社日立製作所 鉄道ビジネスユニット日本事業責任者 田中徹雄氏 

・林家たい平師匠 

・株式会社西武ホールディングス 代表取締役社長 兼 

西武鉄道株式会社 取締役会長 後藤高志 

・西武鉄道株式会社 取締役社長 喜多村樹美男 ほか 

【 司 会 】  ・久野知美氏（女子鉄アナウンサー） 

【 内 容 】  ・西武鉄道株式会社 取締役会長 後藤高志による挨拶 

・鉄道友の会による祝辞、記念盾ならびに表彰状授与 

・建築家 妹島和世氏による Laviewブルーリボン賞受賞記念オリジナルロゴの解説 

・鉄道友の会ブルーリボン賞プレート除幕（Laview車内） 

・Laviewブルーリボン賞受賞記念オリジナルロゴ除幕（Laview車体） 

※密集を避けるため、受賞式は後述の「受賞式特別ツアー」参加者以外の一般の方がご覧いただける観覧スペ

ースはございません。また、ホーム上の一部エリアの立ち入りを制限させていただきます。なお、当日の様

子は後日、YouTube西武鉄道公式チャンネルにて動画配信を行う予定です。 

※概要については現時点での予定です。今後、内容の変更や中止などが発生する場合があります。 

 

（３）受賞式特別ツアーについて 

受賞式への参加と、受賞式にあたり運行される池袋～西武球場前間の特別列車にご乗車できます。 

※特別列車は、受賞式特別ツアー参加者以外の一般の方は、ご乗車いただけません。 

【ツアー名称】  Laviewブルーリボン賞 受賞式特別ツアー 

【 日 程 】  2020年 10月 25日(日) 

【 集 合 】  池袋駅 7番ホーム 9時 20分 

※西武球場前駅からのツアー途中参加はできません。 

【ツアー内容】  ＜往路＞池袋駅発（9時 45分頃）→西武球場前駅着（10時 45分頃） 

・ご乗車の前に検温をさせていただきます。 

・車内では林家たい平師匠による車内放送のほか、建築家 妹島和世氏や日立製作所 

主任デザイナー高田裕一郎氏によるトークショーを行います。 

・001系 Laview A編成を使用します。 

＜受賞式＞西武球場前駅構内での受賞式に参加、関連展示をご覧いただけます。 

・会場では特急電車にちなんだ展示を行なうほか、来賓者が登壇された受賞式会場をフ 

ォトスポット化します。 

・除幕されたばかりの 001系 Laview A編成の車体オリジナルロゴ（1・5号車）、車内 

プレート（各号車）を間近で見学いただけます。 

・受賞式は 11時 30分頃の終了を予定しており、その後自由行動となります。 

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


＜復路＞西武球場前駅発(12時 30分頃)→（所沢駅停車）→池袋駅着（13時 10分頃） 

   ・復路の特別列車は乗車有無を選択することができます。所沢駅は降車専用です。 

・詳しい運行時間はツアー参加者に別途ご連絡いたします。 

・001系 Laview A編成を使用します。 

 

【旅行代金】  ２名 10,000円（税込） 

※旅行代金には「西武線 1日フリーきっぷ・イベント参加費・参加者限定オリジナルグッズ」が 

含まれます。 

 

【募集人数】  2名 1組 計 69組 

※新型コロナウイルス感染予防対応として、前後列を空けて募集いたします。 

 

【お申込み】  西武トラベル株式会社にて、以下の方法で申込を承ります。 

・9月 23日（水）15時 00分から１０月６日（火）23時 59分まで西武トラベルWebサ 

イトで抽選申込の受付を開始します。 

https://www.seibutravel.net/tour/detail/52/ja-JP 

・お申込みできるのは、お 1人様につき 1件（2名 1組）のみです。 

・当落は、１０月８日（木）12時 00分に申込者全員にメールにて通知します。 

・当落についてのお問合せは一切お受けいたしかねますので予めご了承ください。 

・お申込み 1件につき、旅行代金のほか別途 500円（税込）のチケット郵送料が必要です。 

・ご旅行日の 7日前（予定）を目安に簡易書留で申込時にいただいたご住所へ最終旅行案 

内書（集合場所・出発到着時刻・座席番号などのご案内）」「西武線 1日フリーきっぷ」「オリ 

ジナルグッズ引換券」などをお申込みいただいた際の代表の方 1名さまに発送します。 

・10月 15日（木）以降に旅行申込を取消される場合は取消料（*1）が発生します。 

 

【注意事項】 ・全旅程で添乗員は同行しません。 

・お客さまからの特別列車での座席の指定はお受けできません。 

・ツアー中は、必ずマスクの着用をお願いいたします。マスクを着用されないお客さまは、ツア 

ーへの参加をお断りさせていただきます。 

・咳やくしゃみをする際には、咳エチケットへのご協力をお願いいたします。 

・受付時（乗車時）にアルコール消毒液での手指消毒にご協力をお願いいたします。 

・ツアーに参加されるお客さまへの検温を実施し、37.5℃以上の発熱があるお客さまにはツ 

アーへの参加をお断りさせていただきます。 

・健康状態について確認(ヒアリング)を実施し、咳など体調不良の症状があるお客さまはツア 

ーへのご参加をお断りさせていただきます。 

・過去 14日以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、ツアーへの参加をお控えくだ 

さい。 

・過去 14日以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方は、ツアーへの参加をお 

控えください。 

・ツアー途中、体調の悪化や気分がすぐれない場合は、すみやかにスタッフまでお申し出くだ 

さい。 

・万が一、新型コロナウイルス感染症への感染が発覚した場合は、保健所等への情報共有を行 

う可能性がございます。 

・参加者限定オリジナルグッズは特別列車の往路車内でお渡しします。 

郵送や別途引換は一切できません。 

 

https://www.seibutravel.net/tour/detail/52/ja-JP


・マスコミなどによる取材･撮影を実施する際、モザイク処理などを施さずに公開する場合が 

あります。 

・列車の運行状況等によって旅行内容の変更、中止などが発生する場合があります。 

・本リリースに含まれる情報は現時点での予定のため、一部変更となる可能性があります。 

・本リリースは、旅行申込を募る告知物ではありません。 

・必ず詳しい旅行内容・条件等をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

【 協 力 】  西武鉄道株式会社 

 

【企画・実施】  西武トラベル株式会社（観光庁長官登録旅行業第 139号） 

東京都港区西新橋 1-14-2 新橋 SYビル 3階 

 

【その他（*1）取消料について】 

取消日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさ

かのぼって 

11日以前の解除 無料 

10～8日前の解除 旅行代金の２０％ 

7～2日前の解除 旅行代金の3０％ 

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％ 

旅行開始日当日の解除 旅行代金の５０％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 

 

（4）グループ施設でのキャンペーン 

・西武秩父駅前温泉 祭の湯 

平日限定「秩父地域・西武鉄道池袋線、西武秩父線沿線キャンペーン」 

2020年 10月 1日（木）～2020年 11月 13日（金）の平日で、 

西武線沿線の対象地域に在住・在勤・在学の方が温泉エリアを割引 

価格でご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。 

【祭の湯（温泉エリア）割引入館料（税込）】 

おとな 700円（通常 990円）・こども 300円（通常 610円） 

対象地域等の詳細は https://www.seibu-leisure.co.jp/matsuri/ 

 

〈参考〉 

・2020年 6月 5日発行ニュースリリース 

「001系 Laview」がブルーリボン賞を受賞 

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20200605_Laview_blueribbon.pdf 

 

・2020年 8月 20日発行ニュースリリース 

50年ぶりの受賞に感謝を込めて「Laviewブルーリボン賞受賞記念キャンペーン」を実施！

https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20200820_blueribbon_cp.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.seibu-leisure.co.jp/matsuri/
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https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20200820_blueribbon_cp.pdf


◇「Laviewブルーリボン賞 受賞式特別ツアー」の商品内容・申込方法に関するお問合せ 

  西武トラベル株式会社 

■電話お問合せ先 

     戦略事業部（営業時間：9時 30分～17時 30分・土休日は休み） 

TEL：03-6743-7173 

FAX：03-6743-7188 

■メールでのお問合せ 

media@seibutravel.co.jp 

 

◇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。 

[短縮営業時間 9:00～17:00（全日）] 

※お客さまおよび従業員への新型コロナウイルス感染症の感染予防・感染拡大防止を目的に、当面の間、 

     平日の営業時間を短縮しております。 

以 上 

  

mailto:media@seibutravel.co.jp

