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 「記念乗車券」の発売 
 

 

 

 

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、「『Laview ブルーリボン賞受賞記念』記念乗車券」の発売および「『Laview ブルーリボン賞受賞記念』

西武線アプリスタンプラリー」を実施します。 

「『Laview ブルーリボン賞受賞記念』記念乗車券」は、1970 年に受賞した初代特急車両「5000 系レッドアロ

ー号」以来、西武鉄道の車両としては 50 年ぶり 2 度目となるブルーリボン賞の受賞ということで、乗車券面や

オリジナル台紙に「001系 Laview」と「5000系レッドアロー」のデザインを使用した西武線 1日フリーきっ

ぷが 2 枚セットになった記念乗車券です。なお、発売初日の密集を避けるため、一般発売に先行して先行オ

ンライン発売を実施します。先行オンライン発売は 5,000 セット、一般発売は１０，０００セットを発売します。

先行オンライン発売でご購入いただきましたお客さまには、限定オリジナルノートをプレゼントします。今回の

記念乗車券は西武線全線で乗り降りできる西武線 1日フリーきっぷとなっております。 

「『Laview ブルーリボン賞受賞記念』西武線アプリスタンプラリー」は、「西武線アプリ」を使用し【前期・後期】と

２回実施します。前期は 2020年 10月 16日（金）から 2020年 11月 29日（日）まで、後期は 2020年 12

月 18日（金）から 2021年 1月 31日（日）までです。「西武線アプリ」内イベントページにある本企画ページのス

タンプシートに、西武線 7 駅で取得できるスタンプ全４種類を集めてください。指定の駅で「スタンプラリー達成

画面」をご呈示いただくと、クリア賞としてオリジナルエコバッグをプレゼントします。 (前期・後期でデザインが異

なります) 

スタンプ４種類を集めるとさらに“Ｗチャンス”として、「鉄道部品セット」・「『Laview ブルーリボン賞受賞記念』

西武線１日フリーきっぷ」・「西武鉄道ノベルティグッズ」のいずれかの抽選に応募ができます！ 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     先行オンライン発売では「限定オリジナルノート」をプレゼント！ 

「西武線アプリ」スタンプラリーの実施 

記念乗車券台紙デザイン（表） 西武線アプリスタンプラリー 

スタンプ台紙 

       クリア賞として「オリジナルエコバッグ」をプレゼント！ 

「Laviewブルーリボン賞受賞記念キャンペーン」 

2020年 10月 14日 

※画像は全てイメージです。 



【別紙】 

「Laviewブルーリボン賞受賞記念」記念乗車券」について 

 

１．発売期間   【先行オンライン発売】2020年 10月 16日（金）10時 00分から 10月 26日（月）18時 00分まで 

                    ※発送は 2020年 10月 27日（火）から 11月 1日（日）の間 

           【一般発売】2020年 11月 2日（月）発売駅の営業開始時刻から 

2021年 3月 31日（水）発売駅の終電車まで 

※売り切れ次第発売終了です 

 

２．発売場所   【先行オンライン発売】記念きっぷと鉄道雑貨のウェブマルシェ「きっぷと鉄こもの」 

                  下記、URLよりお申し込みとなります。 

                  https://marche.kipputotetsukomono.com 

           【一般発売】池袋・練馬・石神井公園・ひばりヶ丘・所沢・小手指・入間市・飯能・西武秩父・ 

西武新宿・高田馬場・鷺ノ宮・上石神井・田無・東村山・狭山市・本川越・小川・ 

玉川上水・萩山・国分寺・白糸台 

                   上記 22駅の窓口 

 

３．有効期間   2020年 11月 2日（月）から 2021年 3月 31日（水）までのうち 1日限り 

 

４．有効区間   西武線全線乗り降り自由（多摩川線も利用できます。） 

※自動改札機を利用できます。 

※自動改札機の設置が無い駅では、駅係員の改札をお受けください。 

 

５．発売金額   1セット 3,000円（税込） 

※西武線 1日フリーきっぷ 2枚のセットです。 

※一般発売は現金のみの発売です。 

※先行オンライン発売は上記URLにてクレジット決済でのお支払いとなります。 

※先行オンライン発売で購入の際は、別途、送料・事務手数料として 1,100円が必要（お客さま 

負担）となります。 

※先行オンライン発売でお求めの方には、下記デザインのオリジナルノートをプレゼントいたし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行オンライン発売限定 

オリジナルノート 

 

券面デザイン（表） 

「001系 Laview」 

券面デザイン（表） 

「5000系 レッドアロー」 
券面デザイン（裏） 

 

※画像は全てイメージです。 

 

https://marche.kipputotetsukomono.com/


６．発 売 数   【先行オンライン発売】5,000セット 

※おひとりさま 1回の購入で 2セットまでの発売といたします。 

            【一般発売】10,000セット 

 ※おひとりさま 1回の購入で 2セットまでの発売といたします。 

 

7.そ の 他   券番号は選べません。 

 

 

「『Laviewブルーリボン賞受賞記念』西武線アプリスタンプラリー」について 

 

1．実施期間  【前期】 2020年 10月 16日（金）〜 2020年 11月 29日（日）  

          【後期】 2020年 12月 18日（金）〜 2021年 1月 31日（日）   

          ※前期・後期のそれぞれにご参加いただけます。 

 

２．参 加 費  無料 

※交通費はお客さま負担です。当ラリー専用のフリーきっぷの発売はございません。 

 

３．実施時間  【スタンプ取得時間】 初電車～終電車 

           【クリア賞プレゼント時間】 9時 30分～21時 00分 

 

４．実施内容  ステップ１  アプリストアで「西武線アプリ」（注1）を検索 

①ダウンロード・インストール → ②初期設定・会員登録（マイページ_会員登録・ 

ログイン_新規会員登録） → ③「イベント」内画面より「『Laviewブルーリボン賞受賞 

記念』西武線アプリスタンプラリー」バナーをタップ → ④「イベントに参加する」をタ 

ップ 

                       ※すでにダウンロードおよび会員登録されている場合は①、②の作業は不要です。 

※イベント開始時は【前期】のイベントページのみ表示されています。【後期】開始前に 

後期用のイベントページも表示されます。 

           

ステップ２  スタンプ取得駅（7駅）で「西武線アプリ」を起動して、「『Laviewブルーリボン賞受賞 

記念』西武線アプリスタンプラリー」のイベントページを開き、駅構内に掲示するQR 

コード付き専用ポスターのQRコードを読み取り、スタンプを取得します。 

※QRコードでスタンプを取得する場合は、「西武線アプリ」内のカメラで読み込みま 

す。アプリ内のカメラ以外では正常に動作いたしません。 

 

ステップ３  アプリ内のスタンプシートに取得したスタンプ（パズルのピース）が表示されます。 

 

ステップ４  4種類のスタンプを全て集めると「パズル型ラリーシート」が完成し、シート上を走行 

するLaviewのアニメーションを楽しむことができます。 

                   4種類のスタンプを集めシートを完成させ、「特典一覧画面」からクリア賞「交換する」

ボタンをタップし、クリア賞プレゼント駅（7駅）でタップ後の画面を呈示し、クリア賞

（オリジナルエコバッグ、前期・後期ではデザインが異なります）をもらいます。 



※前期・後期それぞれに参加することができますが、各期を跨いでラリーシートを完 

成させることはできません。 

※クリア賞のプレゼントは西武線アプリの会員 1アカウントにつき、前期・後期各 1 

回となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wチャンス  4種類のスタンプをすべて集めるとクリア賞のほかにWチャンスに応募ができます。 

「特典一覧画面」から下記A・B・C、３つの賞のいずれかの抽選を選ぶことができます。 

 

〈Wチャンス〉 

A賞「鉄道部品セット」 （抽選で2名さま、前期・後期で計4名さま） 

B賞「『Laviewブルーリボン賞受賞記念』西武線１日フリーきっぷ」 

（抽選で10名さま、前期・後期で計20名さま） 

C賞「西武鉄道ノベルティグッズ」 （抽選で3名さま、前期・後期で計6名さま） 

※Wチャンス抽選応募締切 

【前期】2020年12月6日（日）23時59分まで 

【後期】2021年2月7日（日）23時59分まで 

                    ※前期・後期それぞれに参加することができます。 

  ※Wチャンスの応募は西武線アプリの会員1アカウントにつき、前期・後期各1 

回となります。 

※当選の結果は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

※Ｗチャンスの賞品は予告なく変更する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜クリア賞＞※前期・後期ではデザインが異なります 

＜前期デザイン＞ 
オリジナルエコバッグ 

※デザインは写真と異なる場合があります。 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）西武線アプリとは西武鉄道の公式スマートフォンアプリ 

（ダウンロードは無料。ただし通信費はお客さま負担） 

機能については特設Webページをご参照ください。

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/ 

 

5．スタンプについて 

スタンプは全 4種類で、各スタンプの取得駅は以下 7駅となります。 

           ・スタンプ①：池袋駅 

           ・スタンプ②：所沢駅、西武球場前駅 

           ・スタンプ③：入間市駅、飯能駅 

           ・スタンプ④：横瀬駅、西武秩父駅 

           ※②、③、④は２駅それぞれ同じスタンプになります。 

 

6．スタンプ取得場所（スタンプ取得時間： 初電車～終電車） 

      池袋駅（1階 特急のりば付近 2ヶ所／改札内） 

所沢駅（2階 南改札付近／改札外） 

西武球場前駅（券売機付近／改札外） 

 ※画像は全てイメージです。 
※デザインは写真と異なる場合があります。 
 
 

＜A賞＞ ＜B賞＞ 

＜C賞＞ 

鉄道部品セット 
 

賞品の画像は一例です。画像と異なる場合がご
ざいます。 
 
（例）6000系ブレーキ指示計・10000系カー
テン・10000系ドリンクホルダー・つり革 
 

「Laviewブルーリボン賞受賞記念」
西武線１日フリーきっぷ 

西武鉄道ノベルティグッズ 

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/


入間市駅（2階 4･5番ホーム階段付近／改札内） 

飯能駅（2階 南口側コンコース付近／改札外） 

横瀬駅（改札付近／改札外） 

西武秩父駅（券売機付近／改札外）        

※スタンプ取得場所は予告なく変更する場合がございます。 

       

7．クリア賞プレゼント駅（クリア賞プレゼント時間： 9：30～21：00） 

池   袋   駅：1階 お客さまご案内カウンター 

所   沢   駅：2階 中央改札お客さまご案内カウンター 

西武球場前駅：お客さまご案内カウンター 

入 間 市  駅：お客さまご案内カウンター 

飯   能   駅：お客さまご案内カウンター 

横   瀬   駅：改札窓口 

西武秩父  駅：お客さまご案内カウンター 

※クリア賞プレゼント期間  

【前期】2020年 10月 16日（金）〜 2020年 11月 29日（日） 

【後期】2020年 12月 18日（金）〜 2021年 1月 31日（日） 

 

8．その他 

           ・当スタンプラリー専用のフリーきっぷの発売はございません。 

・実施期間中でもクリア賞が品切れの際は、イベントを終了する場合がありますのであらかじめご 

了承ください。 

・本イベントはさまざまな状況を考慮し、予告なく中止・変更させていただく場合があります。 

あらかじめご了承ください。 

・イベント参加に係る通信費などは、すべてお客さまのご負担です。 

・通信状況によりアプリのダウンロードやスタンプ取得などに時間がかかる場合があります。 

・当スタンプラリー参加には、西武線アプリの会員登録（無料）が必要です。 

・スマートフォンの操作は、お客さまご自身でお願いいたします。 

・ご利用いただけるOSは「iOS（iOS10.0以上）」、「Android（Android OS 4.4以上）」です。 

※スマートフォンの機種によって上記OSでも正常に動作しない場合があります。 

・iOS は、Apple Inc.のOS 名称です。IOS は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社 

の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されて

います。 

・Androidは、Google LLC の商標または登録商標です。 

・QR コードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

 

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉 

・新型コロナウイルス感染防止に向けて、西武鉄道では各種取り組みを実施・推進しています。 

https://www.seiburailway.jp/news/information/20200826_information.pdf 

    （2020年 8月 26日現在） 

イベント参加のお客さまにおかれましても、マスク着用や会話を控えるなど感染予防にご協力をお願いします。 

 

 

https://www.seiburailway.jp/news/information/20200826_information.pdf


〈参考〉 

・Ｌａｖｉｅｗブルーリボン賞受賞記念キャンペーン特設Web サイト 

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

   ・2020年 10月 14日発行ニュースリリース 

   Laviewのあれも、これも、もりだくさん♪特典満載の特別ツアー 

    https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20201014_blueribbon_yokozetour.pdf 

・2020年 10月 14日発行ニュースリリース 

   Laviewブルーリボン賞受賞記念 車両基地まつり in 横瀬 

    https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20201014_yokoze.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。 

[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 

  

https://www.seiburailway.jp/railways/laview-blueribbon/
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20201014_blueribbon_yokozetour.pdf
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2020/20201014_yokoze.pdf

