
2016 年 7 月 14 日

西 武 鉄 道 株 式 会 社

サッポロビール株式会社

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）とサッポロビール株式会社（本社：東京都渋谷
区、社長：尾賀 真城）は、9月 14 日(水)・15 日(木)に生ビール飲み放題のイベント電車「ヱビスビール特急

2016」を運行します。これは、特急レッドアロー号の車内に特設のバーカウンターと生ビールサーバーを設置
し、車内でヱビスビール<生ビール>を約 2時間飲み放題でお楽しみいただけるイベント電車です。ヱビスビー

ルの飲み放題は大変珍しく、ビールファンの方必見のイベントです！

今年は残暑が見込まれる 9 月中旬に、会社勤めのお客さまに向けて平日の夜間に運行します。また、多くの
会社で“ノー残業デー”とされている水曜日の運行も設定しています。

夏のボーナス支給を迎える時期にあわせて、本日よりチケット発売を開始しました。“ハレの日は、ヱビス

の日”。9月 14 日(水)・15 日(木)は日頃から頑張っている自分へのご褒美に、いつもより早く仕事を切り上げ
て、ヱビスビールの生ビールを味わいながら優雅に帰宅するハレの日にしてみてはいかがでしょうか。昨年実

施時には参加チケットが 10 日ほどで完売した人気イベントですので、お早目のご予約をお勧めします。

詳細は、以下および別紙のとおりです。

■「ヱビスビール特急 2016」のポイント！

特 急 9 月 14 日(水)西武新宿駅・15 日(木)池袋駅を 19:30 頃発車するイベント電車を運転！

・特急レッドアロー号の車内に特設のバーカウンターと生ビールサーバーを設置した特別車両で運転します。

・経由地は非公開のミステリー行路で運転。途中駅でトイレ休憩時間も確保します！

・お帰りは乗車駅または所沢駅で降車可能！ご都合の良い駅を選んでお帰りいただけます。（当日選択）

ビール ヱビスビール<生ビール>が、乗車から約 2 時間飲み放題！（※売切時はご容赦ください。）

・西武プリンスドームで活躍中のヱビスガールも同乗！ビールの配布やイベントで盛り上げます！

・お食事として、西武園ゆうえんちに隣接する「中国割烹旅館 掬水亭」の特製中華御膳をご提供します。

ビール 今年新発売！ヱビスの最高峰「ヱビス マイスター 匠の逸品（樽生）」の試飲も出来る！
・途中駅で「BAR Red Arrow」を“開店”！ 雰囲気たっぷりのバーカウンターで注ぎたてのビールをご提供。

・さらに「樽詰スパークリングワイン・ポールスター」の試飲もＯＫ！（※2種類のうちどちらか 1 杯選択）

女性席 1 日 48 席限定で「女子会席」を新設！ぜひこの秋の女子会は、ヱビスビール特急で！
・【特典①】ビールが苦手でも大丈夫！キレートレモンスパークリングを使って作るビアカクテルキット付き！

・【特典②】お食事は「和食創作料理屋 SASAYA-楽屋」の「地元野菜を使った秋のおつまみ弁当」をご提供！

・【特典③】デザートは掬水亭の杏仁豆腐カフェ「桜梅桃李」手作りの「なめらか杏仁豆腐」をご提供します。

“ノー残業デー”は、ヱビスビール<生ビール>飲み放題の特急で優雅な帰宅をご提案！

特急に生ビールサーバーを設置。西武プリンスドームのヱビスガールが同乗し、イベントを実施！

9月 14 日(水)･15日(木)生ビール飲み放題「ヱビスビール特急 2016」運行！
史上初！非公開の途中駅で「ＢＡＲ Ｒｅｄ Ａｒｒｏｗ」を“開店”。ヱビス マイスター(樽生)試飲も！

▲西武プリンスドームのヱビスガールも同乗！ ▲特急車内のバーカウンターとビールサーバー



【別紙】

生ビール飲み放題 西武鉄道「ヱビスビール特急 2016」について

１.イベント電車名

「ヱビスビール特急 2016」

２．イベント開催日時

◆9 月 14 日(水)新宿線

【乗車】

西武新宿 19:30（駅入場締切）

【降車】当日自由選択

所 沢 22:04 着

西武新宿 22:41 着（イベント終了）

◆9 月 15 日(木)池袋線

【乗車】

池 袋 19:25（駅入場締切）

【降車】当日自由選択

所 沢 21:43 着

池 袋 22:09 着（イベント終了）

※降車駅は、お客さまのご都合にあわせて、2駅から当日自由にお選びいただけます。

※ミステリー行路で運行するため、上記以外の詳細な運転時刻などは公表しません。

※解散時間が夜遅くなりますので、終電車の時刻にご注意ください。

※臨時電車のため、予告なく運転時刻が変更となる場合があります。

３.イベント内容

◆ビール：①特急車内に生ビールサーバーを設置し、ヱビスビール<生ビール>を飲み放題でご提供

※飲み放題は約 2 時間です。売り切れ次第終了となりますので、ご了承ください。

②今年新発売！ヱビスの最高峰「ヱビス マイスター 匠の逸品（樽生）」と「樽詰スパー

クリングワイン・ポールスター」のどちらか 1 杯をご試飲いただけます。

③史上初！非公開の途中駅で「BAR Red Arrow(バー･レッドアロー)」を“開店”！

雰囲気たっぷりのバーカウンターで注ぎたてのビールを直接お渡しいたします。

◆お食事：「中国割烹旅館 掬水亭」の「秋の特製中華御膳」をお配りします。

◆デザート：「グループ席」・「女子会席」限定で、掬水亭の杏仁豆腐カフェ「桜梅桃李」手作りの「な

めらか杏仁豆腐」を、デザートタイムにお席までお持ちします。

◆イベント：西武プリンスドームで活躍中のヱビスガールが特急車内に同乗し、ビールの配布やイベン

トで盛り上げます！

◆特別席：女性同士のお客さま専用の「女子会席」を 1 日 48 席限定で新設します。

料金はそのまま、嬉しい特典を 3 つご用意。この秋の女子会は是非ヱビスビール特急で！

【①ビール】ビールが苦手なお客さまでも大丈夫！

キレートレモンスパークリングを使って作るビアカクテルキット付き！

【②お食事】「和食創作料理屋 SASAYA-楽屋（最寄り:秋津駅）」特製の「地元野菜を使っ

た秋のおつまみ弁当」をご提供！（※掬水亭の中華御膳は付きません。）

【③デザート】掬水亭「なめらか杏仁豆腐」付き（※「グループ席」と同様のものです。）

※全ての提供食品で食材アレルギー対応は出来かねます。ご了承のうえでチケットをご購入ください。



４.チケット種類・価格

◆発売価格

・全席共通 1 人 4,980 円（税込）

◆座席種類

「1･2 名席」：1･2 名の少人数で参加されるお客さま向けの座席です。（1名購入時は相席です。）

「グループ席」：グループで参加されるお客さま向けのボックス席です。（※3･4･8･12 名に対応）

「女子会席」：女性同士で参加されるお客さま限定の座席･ボックス席です。（※2･4･6･8名に対応）

◆ご提供するお食事、デザートについて

▲SASAYA-楽屋「地元野菜を使っ
た秋のおつまみ弁当」（イメージ）

▲掬水亭「なめらか杏仁豆腐」
（イメージ）

▲掬水亭「秋の特製中華御
膳」（イメージ）

・提供座席：「女子会席」 ・提供座席：「1･2名席」
「グループ席」

・提供座席：「グループ席」
「女子会席」



５.チケット発売方法

◆7月 14 日(木)15 時よりローソンチケットにて先着順。定員になり次第お申し込みを終了します。

ローソンチケット（Webサイト・Loppi・電話）

◎Ｌ コ ー ド：9月 14 日(水)新宿線【32843】

9月 15 日(木)池袋線【32844】

・Web サイト ：http://l-tike.com/yebisutokkyu/

・L o p p i ：ローソン・ミニストップ設置の Loppi にて L コードを入力しお買い求め下さい。

・電 話：0570-000-777（年中無休 10:00～20:00）／0570-000-407（回線混雑時）

※購入希望人数の選択肢がない場合には、上記電話番号からのご予約をお勧めいたします。

※駅窓口での発売はございません。

６.Web サイト

http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/event-campaign-info/event/yebisubeer.html

７.イベント主催

西武鉄道株式会社

８.実施協力

サッポロビール株式会社

９．注意事項・ご案内事項

＜チケット購入時＞

・小児料金の設定はございません。小児の座席が必要な場合は 1人 1 枚チケットをお求めください。

・未成年のお客さまにはビールをご提供できません。必要に応じて年齢確認させていただきます。

・1 名さまでご参加の場合には相席となります。また奇数（5・7・9・11名）ではご参加出来ません。

・マスコミや公式カメラによる取材・写真撮影等を実施します。撮影した動画や画像は、当日の様子とし

てモザイク処理等を施さずに公開する場合があります。ご了承のうえでチケットをご購入ください。

・全ての提供食品で食材アレルギー対応は出来かねます。

・参加チケット購入後はいかなる場合においても、キャンセル・払い戻し・座席変更はいたしません。

・一時的に売り切れ表示となった場合も、予約中のお客さまが発券しなかった場合には、順次発売再開さ

れます。

＜イベント当日＞

・乗車駅の窓口で参加チケットを提示して、改札内へご入場ください。

・イベント電車に限り、本イベントへの参加チケット提示で特急券･乗車券は不要です。

・イベント参加チケットでは、イベント電車以外の電車にはご乗車できません。イベント電車乗車前の受

付時と降車後の解散時には、一度改札外へ出てから再入場をお願いします。

・乗車駅の「駅入場締切」時刻を過ぎますと、参加チケットは無効となります。お客さまの責によらない

理由（交通機関の乱れなどの不可抗力）による遅れの場合も、一切払い戻しは出来ませんのでご了承く

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］



（参考）「和食創作料理屋 SASAYA-楽屋」について

■店舗コメント

「楽屋と書いて『ささや』と読みます。楽しくリラックスして頂きたいと名づけました。秋津駅徒歩 5分、

夫婦で営む 20 席ほどの小さなお店です。世田谷で 8 年営業し、2014 年に移転してまいりました。地元で

採れた新鮮な野菜を使った誰もが安らぐ日々の料理をお出ししています。女性の方はもちろん、ご家族連

れやご年配の方まで幅広くご利用頂いております。お店にご来店いただいた際には、アルコールや自家製

ドリンクと一緒に美味しくヘルシーなお食事で、時間を忘れてのんびりお過ごしください。」

■店舗情報

〒156-0052 東京都東村山市秋津町 5-25-95

（西武鉄道池袋線 秋津駅南口より徒歩 5 分）

■営業時間

・火 ～ 土曜 日 ： 18:00～24:00（L.O.23:00）

・日曜日、祝日 ： 17:00～23:00（L.O.22:00）

※店内禁煙

■定休日

・月曜日

・月 1 回日曜日 ※詳細は店舗にお問い合わせください。

■お問い合わせ

・電 話：070-6962-4308

・ツイッター：「@SASAYA_ushoku」

・Web ページ：http://u-sasaya.sakura.ne.jp/



（参考）昨年（2015 年 8 月）のイベント「ヱビスビール特急」の様子

※本イベント「ヱビスビール特急 2016」とは、一部内容が異なりますのでご了承ください。

以上

▲西武新宿駅（ヱビスビール特急が入線） ▲特急車内（スタッフがビールをお席までお持ちします。）

▲特急車内（スタッフがビールをお席までお持ちします。） ▲途中駅でのトイレ休憩（記念写真の様子）
※撮影可能な時間には限りがあります。

▲途中駅でのトイレ休憩（記念写真の様子）
※撮影可能な時間には限りがあります。

▲特急車内（記念写真の様子）


