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ブルーリボン賞受賞特急電車（5000系、001系）が並びます！ 

イベント開催に合わせ、臨時特急電車を飯能～西武秩父駅間で運転します！ 

 
 

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、001系Laviewがブルーリボン賞を受賞

したことを記念して、2020年11月８日（日）に「Laviewブルーリボン賞受賞記念 車両基地まつり in 横瀬」を

普段は入ることができない横瀬車両基地（埼玉県秩父郡横瀬町）で開催します。 

今回は、1970年にブルーリボン賞を受賞した5000系レッドアローと、今年受賞した001系Laviewを並べて

展示する撮影コーナーを設けます。その他、構内では懐かしの電車・機関車の展示、普段見ることができない保線作

業の実演、鉄道部品の販売、鉄道グッズの販売、地場産お土産品の販売、お子さまの制服撮影を行います。さらに、

当日来場されたお客さまには「池袋線レッドアロー号ラストランプロモーション」クリアファイルを差し上げます。 

また、イベント開催時間に合わせ、会場へのアクセス向上と電車内の混雑緩和のため、飯能～西武秩父駅間で臨

時特急電車を運転します。一部の電車は、今年3月に池袋線・西武秩父線での運転を終了した「レッドアロークラシ

ック」で特別運行します。ぜひ、皆さまのお越しをお待ちしています。 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大予防として、会場へのご入場は完全事前申込制による時間入替制とさせてい

ただきます。また、飲食・休憩コーナーはございませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

  

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懐かしの車両展示の様子 撮影コーナーの様子 

「Laviewブルーリボン賞受賞記念キャンペーン」 

2020年 10月 14日 

「Laviewブルーリボン賞受賞記念 

車両基地まつり in 横瀬」を開催 

※いずれも昨年の様子です。 



【別紙】           
「Laviewブルーリボン賞受賞記念 車両基地まつり in 横瀬」について 

 
１．開催日時  11月８日（日） 午前の部 10：00～11：30 （最終入場 １１：１５） 
                    午後の部 12：00～13：30 （最終入場 13：１５） 

※事前申込による完全入替制 （雨天決行・荒天中止） 
 
２．開催場所    横瀬車両基地（埼玉県秩父郡横瀬町横瀬3742－2） 
 
３．入 場 料    無 料 
 
４．入場方法   西武線アプリで事前に配布する「電子入場券」が必要です。 
             ※配布枚数 午前の部1,000枚 午後の部1,000枚 
                （「西武線アプリ」の会員1アカウントにつき、1枚のみの配布になります。電子入場券1枚

で最大4名さままでご入場いただけます。） 
             ※詳しくは、下記の『８．会場への入場方法』をご参照ください。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5．主な内容   （１）ブルーリボン賞受賞特急電車展示コーナー 

・5000系レッドアロー（先頭車1両のみ） 
・001系Laview A編成 
 ※午後の部の展示は、13:15で終了。その後、入換運転が見学できます。 

（２）懐かしの車両・機関車の展示 
（３）保線作業の実演 
（４）こども制服撮影 
(5)地場産お土産品の販売 
（６）西武鉄道グッズの販売 
（７）鉄道部品の販売 

※鉄道部品コーナーへの入場は、会場への入場とは別に西武線アプリで事前に抽選当選者 
に発行する「鉄道部品販売電子入場券」が必要です。「鉄道部品販売電子入場券」をお持 
ちのお客さまは、イベント会場への入場に必要な「電子入場券」をお持ちでなくても、車両 
基地まつり会場にご入場いただけます。 

※西武線アプリを使用した抽選については、下記の「９．鉄道部品販売コーナー『鉄道部品販    
売電子入場券』について」をご参照ください。 

 
※車両基地まつりイベントの詳細および最新情報は、西武鉄道Webサイトにて順次更新します。 

 (https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/yokoze2020/index.html) 

 

６．アクセス   西武秩父線 横瀬駅下車 徒歩約7分 
           ※会場へのアクセスは、通常ご利用いただく「トンネル通路」は、混雑による密を避けるためご利

用いただけません。横瀬駅から会場に向かうルートと、会場から横瀬駅に向かうルートは、別
ルートで「一方通行」とさせていただきます。時間に余裕を持ってお出かけください。 

           ※会場および会場付近には駐車場がございませんので、電車でご来場ください。 
         
７．臨時特急電車の運転   イベント開催時間に合わせ、臨時特急電車を運転します。 
               ※都合により、車種の変更、運休の場合があります。 
 

（1）運転時刻 

（下り）      

 ちちぶ９1号 ちちぶ93号 

飯   能  発 ９：53 11:50 

横  瀬  着 10:26 12:36 

西武秩父 着 10:32 12:40 

使用車両 
レッドアロー

クラシック 

レッドアロー

クラシック 

 

https://www.seiburailway.jp/guide/event-campaign-info/event/yokoze2020/index.html


 

 

（上り） 

          ちちぶ９2号 ちちぶ94号 ちちぶ96号 ちちぶ98号 

西武秩父 発 10：53   １１：３８ １２：５３ １３：４７ 

横  瀬  発 １０：5７   １１：４２ １２：５７ １３：５１ 

飯  能  着 １１: 3５   １２：22 １３：３５   14:37 

使用車両 
レッドアロー

クラシック 

Laview レッドアロー

クラシック 

  Laview 

            

※ レッドアロークラシックで、降車または乗車されるお客さまに、横瀬駅で 

「乗車記念カード」をプレゼントいたします。 

 

（２）特急料金 

 

 

 

 

 

  

※特急電車は全席指定席です。ご乗車の際には運賃のほかに特急料金が必要です。 

事前に特急券を購入せずにご乗車された場合には、ご利用区間の特急料金に加え特急券1枚 

につき200円をいただきます。 

 

（３）特急券発売日時・発売場所 

・発売開始日時  10月20日（火） ９：００から   

・西武線特急券・指定券発売駅  

・西武鉄道チケットレスサービス「Smooz」  

・西武鉄道インターネット予約サービス  

・JTB各店舗 ※一部の店舗ではお取り扱いしておりません 

 

8．会場への入場方法 

(1)概 要 

・会場へは、西武線アプリで事前に先着順で配布する「電子入場券」または「鉄道部品販売電子入場券」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。イベント会場の密対策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。 

※すでに会員登録済の方は④からお進みください。 

   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。 

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、10月19日（月）10:00頃から表示されます。 

 

大  人 

 飯能 横瀬 西武秩父 

飯能  400 400 

横瀬 200  300 

西武秩父 200 150  

小  児 

（円） 

西武線アプリ ホーム画面 



⑤「電子入場券」の配布開始時間になると、「電子入場券発行」ボタンがタップできます。ご希望の回を選択、  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）「電子入場券」配布時間 

  20２０年１０月１９日（月）1０：00～20２0年11月8日（日）１３：１５まで 

  ※配布時間から先着順で配布します。 

  ※各回の最終入場時間まで配布します。 

  ※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。 

  ※配布予定枚数を配布次第終了となります。 

   

（4）発行枚数 

「電子入場券」は、午前の部、午後の部で各１，０００枚、合計２，０００枚配布します。 

     ※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名さままで参加可能です。 

※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」の配布はお持ちのスマートフォンで1枚のみ配布が可能です。 

※「電子入場券」の配布時にご利用人数を入力していただきます。入力した人数を超えての入場はできませ

んのでご注意ください。 

 

（6）当日入場方法 

①取得した「電子入場券」の入場選択した部の時間内に会場の「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イベントをお楽しみください。 

   ※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。２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。 

 

９．鉄道部品販売コーナー「鉄道部品販売電子入場券」について 

（１）概  要   

・「Laviewブルーリボン賞受賞記念 車両基地まつり in 横瀬」にて実施する西武鉄道の鉄道部品販売コ 

ーナーに入場するためには、入場用「電子入場券」とは別に事前申込みにより抽選当選者に配布する「鉄

道部品販売電子入場券」が必要です。鉄道部品販売コーナーには抽選に当選された「鉄道部品販売電子

電子入場券発行手順 

※画面はイメージ 



入場券」をお持ちのお客さまのみご入場できます。 

・当日はスマートフォンを忘れずにお持ちになり、鉄道部品販売コーナーでは「鉄道部品販売電子入場券」 

の画面を係員に提示してください。 

      ・当該イベント会場での待ち時間の短縮および密対策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。 

     ・「鉄道部品販売電子入場券」の配布は以下をご確認ください。「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちのお 

客さまは、イベント会場の入場に必要な「電子入場券」をお持ちでなくても、イベント会場にご入場いただ 

けます。 

 

（２）「鉄道部品販売電子入場券」抽選申込み手順 

   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 

   ④「鉄道部品販売電子入場券」の抽選申込み・・・電子入場券の抽選申込みができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「鉄道部品販売電子入場券」抽選申込み期間   

10月１９日（月）10時00分 ～ 1０月2６日（月）23時59分まで（予定） 

※午前の部と午後の部は、同等の品物をご用意いたします。 

※「入場時間」は午前の部は10時30分～1１時00分、11時00分～11時30分の2回、 

午後の部は12時30分～13時00分、13時00分～13時30分の2回の計4回です。 

「入場時間」と「入場いただく順の番号」を含め抽選とさせていただきます。 

※当選者は各回10名、合計40名を予定しています。 

※お申込みはおひとりさま1回限りとなります。 

 

（４）「鉄道部品販売電子入場券」抽選結果発表日時 

   1０月29日（木）15時00分（予定） 

※お申込者全員に、西武線アプリで会員登録いただいた際のメールアドレス宛に、抽選完了のメールを送

信いたしますが、当落結果につきましては、西武線アプリ内の表示でご確認ください。なお、西武線アプ

リにログイン状態でないと表示されませんのでご注意ください。 

西武線アプリ ホーム画面 

鉄道部品販売電子入場券発行手順 

※画面はイメージ 



   

 西武線アプリ内でのご確認方法 

                      ※「ご利用履歴」のバーはログイン状態で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「鉄道部品販売電子入場券」発行開始日時 

   10月30日（金）15時00分（予定） 

※「当選」された方には西武線アプリ内にて「鉄道部品販売電子入場券」が発行されます。 

西武線アプリにログイン状態でないと表示されませんのでご注意ください。 

 

（６）「鉄道部品販売電子入場券」の発行   

   ①「鉄道部品販売電子入場券」には鉄道部品販売コーナーへの「入場時間」と「入場いただく順の番号」が記載 

されます。 

   ②一度取得した「鉄道部品販売電子入場券」の時間の変更、キャンセル、再発行はできません。 

   ③発行はおひとりさま1回限りです。 

 

（７）鉄道部品販売コーナーについて 

・鉄道部品販売コーナーへの入場は、抽選に当選された「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちのお客さまのみ 

ご入場できます。ただし、小学生以下のお客さまについては「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちのお客さまに 

同伴することができます。 

・鉄道部品は「鉄道部品販売電子入場券」をお持ちの方おひとりにつき2点まで購入ができます。 

・イベント当日は係員により、「鉄道部品販売電子入場券」の番号順に整列のご案内をします。「鉄道部品販売

電子入場券」に記載された入場開始時間前に鉄道部品販売コーナー付近にお集まりいただき、番号順に並

んでいただきます。「鉄道部品販売電子入場券」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、「鉄道部品販売電子入場券」の権利を無効とさせていただきます。 

・イベント前日や開門前から並ぶなどの行為を発見した際には、鉄道部品販売を中止する場合もあります。 

・「鉄道部品販売電子入場券」は鉄道部品の購入を保証するものではありません。鉄道部品販売コーナーに入

場いただいても、ご希望の鉄道部品を購入いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

・購入いただいた鉄道部品の梱包はお客さまご自身でお願いします。 

    ※会場および会場付近には駐車場はございません。 

・当社の責による遅延等を除き、「鉄道部品販売電子入場券」に記載された入場時間を経過しますと、「鉄道部

品販売電子入場券」の効力は失効します。 

・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「鉄道部品販売」コーナーへの入場ができま 

せん。また、会場に充電設備はございません。 

・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 

示しての入場・購入はご遠慮ください。 

・画面コピーによる「鉄道部品販売電子入場券」画像の提示、および印刷した「鉄道部品販売電子入場券」をお

持ちになっても無効とさせていただきます。 

 

 

※画像はすべてイメージです。 



10．「池袋線レッドアロー号ラストランプロモーション」クリアファイルの配布および記念グッズの発売について 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて配布を延期しておりました、「池袋線レッドアロー号ラストラン 

プロモーション」クリアファイルを、ご来場いただきましたお客さま全員へ入場時にお1人さま1枚限りで配布 

します。 

※クリアファイルは、今後他のイベント等でも配布する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   また、これにあわせて「池袋線レッドアロー号ラストランロゴ」が入った記念グッズの

発売も行います。これば2020年3月13日に池袋線で50年間ご愛顧いただいたレ

ッドアロー号の定期運行終了にあわせ発売を予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルスの感染状況を考慮し見合わせておりました。皆さまと「Ｌａｖｉｅｗ」の先輩である

「特急レッドアロー号」の池袋線での活躍を改めてご一緒に振り返る機会とさせてい

ただければと思います。 

 

 

記念グッズ発売に関する詳細は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 10000系池袋線ラストラン 

正方形半メッキキーホルダー 

（左：おもて 右：うら） 

 

 

② 10000系池袋線ラストラン 

タッチアンドゴー 

（メッキ） 

 

 

① 10000系池袋線ラストラン 

アクリルスタンド 

（左：本体 右：ベース） 

 

 

④10000系池袋線ラストラン 

長方形キーホルダー 

（左：おもて 右：うら） 

 

 
※画像はすべてイメージです 

表 面 裏 面 



（１）商品について 

① 10000系池袋線ラストラン アクリルスタンド 

・先行発売価格  1,000円（税込） 

・サイズ  本体  （約）高さ5.5cm×幅4cm×厚さ0.3cm 

 ベース（約）奥行3cm×幅4cm×厚さ0.3ｃｍ 

・発売数量  200個 （午前の部：100個 午後の部：100個） 

② 10000系池袋線ラストラン タッチアンドゴー（メッキ） 

・先行発売価格  900円（税込） 

・本体サイズ  （約）長さ9.6ｃｍ×幅6ｃｍ×厚さ0.5cm 

・発売数量  200個 （午前の部：100個 午後の部：100個） 

③ 10000系池袋線ラストラン 正方形半メッキキーホルダー 

・先行発売価格  600円（税込） 

・本体サイズ  （約）縦5.3cm×横4.5cm×厚さ0.4cm 

・発売数量  200個 （午前の部：100個 午後の部：100個） 

④ 10000系池袋線ラストラン 長方形キーホルダー 

・先行発売価格  500円（税込） 

・本体サイズ （約）縦6.5cm×横3.5cm×厚さ0.35cm 

・発売数量  200個 （午前の部：100個 午後の部：100個） 

 

（２）発売について 

場 所：イベント会場内 「西武鉄道グッズ」販売ブース 

   ※整理券などの配布は行いません。 

   ※当日は現金のみのお取り扱いとなります。 

   ※各商品とも、1回のご購入につきおひとりさま1個までとさせていただきます。 

   ※売り切れとなる場合もありますのであらかじめご了承ください。 

   ※各商品とも本イベント会場で売り切れ次第販売終了となりますが、一般発売をする場合は販売方 

法を11月11日（水）に西武鉄道Webサイト「駅ナカ・コンビニ『トモニー』」のページにてお知らせし 

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

※イベント発売価格は、一般発売価格とは異なります。（10円単位切り上げ） 

※イベント前日や早朝から並ぶなどの行為を発見した際には、販売を中止する場合もあります。 

 

11．新型コロナウイルス感染症対策へのご協力について 

    ・イベント会場への入場および退場ルートは、横瀬駅から入場口までおよび退場口から横瀬駅まで一方通行

での入退場をおねがいいたします。 

   ・イベント会場入場時にはマスクの着用をお願いいたします。 

   ・受付にて検温を行います。また、手指消毒のご協力をお願いいたします。37.5度以上の発熱がある場合は

ご入場をお断りさせていただきます。 

   ・会場では会話をお控えいただくようにお願いします。 

   ・厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のインストールにご協力をお願いします。 

  ※以下のお客さまにつきましては、来場をお控えいただだきますようお願いいたします。 

    ・発熱や風邪、味覚障害の症状がある方 

    ・身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能性がある方がいらっしゃる方 

    ・体調がすぐれない方 

 

12．そ の 他  

・イベント会場には未舗装の箇所もございます。歩きやすい服装でお越しください。 

・会場内にペットをともなってのご入場はできませんのであらかじめご了承ください。 

・盲導犬などの補助犬（聴導犬・介助犬）は同伴いただけます。 

・イベント内容は都合により変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

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


◇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：全日9 時～17 時］ 
※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 


