
 

 

２０１３年１０月８日 

（１３－２６号） 

 

各   位 

株式会社西武ホ－ルディングス 

 

埼玉西武ライオンズ 

パ・リーグ レギュラーシーズンのご声援に感謝の気持ちを込めて 

『ご声援感謝企画』を西武グループあげて開催！ 

 

埼玉西武ライオンズは、選手および監督・コーチ・スタッフが一丸となり、２０１３年

のパ・リーグ レギュラーシーズンを全力で戦ってまいりました。 

リーグ優勝こそ逃したものの、皆さまからの温かいご声援を受け、レギュラーシーズン

終盤は、キャッチコピーとして“総力戦だ”を掲げまさに総力で挑み、クライマックスシ

リーズ進出を果たすことができました。 

本日、埼玉西武ライオンズのレギュラーシーズン全日程が終了することから、今レギュ

ラーシーズンのご声援に感謝の気持ちを込めて、西武グループあげて『ご声援感謝企画』

を開催いたします。 

 例えば、全国のプリンスホテルではご声援感謝のご宿泊プラン、西武鉄道の駅売店トモニー

ではご声援感謝セール、西武レクリエーションが運営する西武園ゆうえんちでは埼玉西武ライ

オンズにちなんだ特別企画など、さまざまな商品や企画をご用意いたしました。 

クライマックスシリーズを全力で戦い日本一を目指す埼玉西武ライオンズへの温かいご

声援と西武グループへの変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

            

          

 

             

   
 

 
 

「ご声援感謝企画」の詳細は、１０月８日(火)１５時に 

西武グループホームページ（http://www.seibu-group.co.jp/lions2013/）に掲載いたします。 

http://aexcasv10/owa/redir.aspx?C=fabcf899a65b4438ac2f14faef67df13&URL=http%3a%2f%2fwww.seibu-group.co.jp%2flions2013%2f
http://aexcasv10/owa/redir.aspx?C=fabcf899a65b4438ac2f14faef67df13&URL=http%3a%2f%2fwww.seibu-group.co.jp%2flions2013%2f
http://aexcasv10/owa/redir.aspx?C=fabcf899a65b4438ac2f14faef67df13&URL=http%3a%2f%2fwww.seibu-group.co.jp%2flions2013%2f


西武プロパ
ティーズ

タリーズ　エミオ所沢店
「ホットドック（アボカド）＋ドリンクＳサイズ」（650～800円）のお
買いあげで、バニラアイス（シングル）をプレゼント

10/9（水）～10/14（月・祝）
商業運営部（エミオ）
(04)2926-2463

伊豆箱根鉄道
伊豆・三津シーパラダイ
ス
レストラン

期間限定で特別メニューのラーメンを390円で販売 10/9（水）～10/11（金）
伊豆・三津シーパラダイス
（055）943-2331

伊豆箱根鉄道
伊豆・三津シーパラダイ
ス

ライオンズファンクラブ会員さま限定で入場料金を割引
おとな950円（通常1,900円）、こども475円（通常950円）
※会員証をご提示ください

10/9（水）～10/11（金）
伊豆・三津シーパラダイス
（055）943-2331

伊豆箱根鉄道
伊豆・三津シーパラダイ
ス
売店・レストラン

ライオンズファンクラブ会員さま限定で館内の売店・レストラン
の利用料金を10％割引
※会員証をご提示ください

10/9（水）～10/11（金）
伊豆・三津シーパラダイス
（055）943-2331

伊豆箱根鉄道
伊豆・三津シーパラダイ
ス
売店

オリジナルスイーツ「南箱根十国館」全商品を10％割引 10/9（水）～10/11（金）
伊豆・三津シーパラダイス
（055）943-2331

伊豆箱根鉄道
箱根 十国峠レストハウス
売店

オリジナルスイーツ「南箱根十国館」全商品を10％割引 10/9（水）～10/11（金）
箱根十国峠レストハウス
（0557）83-6211

伊豆箱根鉄道
箱根関所旅物語館
レストラン

コーヒーを100円（通常310円）で販売 10/9（水）～10/11（金）
箱根関所旅物語館
（0460）83-6355

伊豆箱根鉄道
箱根関所旅物語館
売店

オリジナルスイーツ「南箱根十国館」全商品を10％割引 10/9（水）～10/11（金）
箱根関所旅物語館
（0460）83-6355

伊豆箱根鉄道
箱根湖尻ターミナル
レストラン

コーヒーを100円（通常310円）で販売 10/9（水）～10/11（金）
箱根湖尻ターミナル
（0460）84-9511

伊豆箱根鉄道
箱根湖尻ターミナル
売店

オリジナルスイーツ「南箱根十国館」全商品を10％割引 10/9（水）～10/11（金）
箱根湖尻ターミナル
（0460）84-9511

近江鉄道
土山サービスエリア
ベーカリーコーナー

特別メニュー「サンキューセット(パン2個とコーヒー1杯)」を390
円で販売

10/9（水）～10/11（金）
土山サービスエリア
(0748)66-8511

近江鉄道
賎ケ岳サービスエリア
下り線・レストラン賎ケ岳

特設売店にてソフトクリームを200円（通常300円）で販売 10/9（水）～10/11（金）
賤ヶ岳サービスエリア
レストラン賤ヶ岳
(0749)86-2111

近江鉄道
八幡山ロープウェー
山麓売店

「赤こんにゃく」を50円（通常100円）で販売 10/9（水）～10/11（金）
八幡山ロープウェー
(0748)32-0303

近江トラベル オーミマリン
期間限定で乗船券を先着5名さま、2割引で販売
※全便対象

10/9（水）～10/11（金）
業務部旅客船課
(0749)22-0617

西武レクリエー
ション

BIGBOX高田馬場
西武フィットネスクラブ

売店商品を15％割引（一部商品除く） 10/9(水）～10/11（金）
BIGBOX高田馬場
西武フィットネスクラブ
(03)5272-5203

西武レクリエー
ション

西武鷺ノ宮フィットネスク
ラブ

売店商品を15％割引（一部商品除く） 10/9(水）～10/11（金）
西武鷺ノ宮フィットネスクラブ
(03)3330-2133

西武レクリエー
ション

Spa&Sports EMINOWA
西武フィットネスクラブ所
沢

売店商品を15％割引（一部商品除く） 10/9（水）・10（木）
Spa&Sports EMINOWA
西武フィットネスクラブ所沢
(04)2990-7777

西武レクリエー
ション

西武ドームテニスコート 人気メーカー「プリンス」のテニスウェアを30％割引 10/9(水）～10/11（金）
西武ドームテニスコート
(04)2924-2277

西武レクリエー
ション

BIGBOX東大和
インドアテニスコート

人気テニスラケットメーカー「プリンス」・「バボラ」・「ウィルソ
ン」の旧モデル ラケット限定4本を割引
①【プリンス】　「EXO３ザップ」を20,347円（定価29,400円）で販
売
②【プリンス】　「ベンデッタMP」を13,225円（定価31,500円）で
販売
③【バボラ】　　「アエロストライク」を19,219円（定価32,550円）
で販売
④【ウィルソン】「KHAMSIN　FIVE」を24,255円（定価36,750円）
で販売

10/9(水）～10/11（金）
BIGBOX東大和
インドアテニスコート
（042）566-6210

西武レクリエー
ション

所沢ステーションビル
和食　ななかまど

お刺身盛合せ「産特盛」（1,860円）を注文されると、新さんま
塩焼き1本サービス

10/9（水）～10/11（金）のディ
ナータイム（17:00～22:00）のみ

所沢ステーションビル
和食　ななかまど
（04）2925-6204

西武レクリエー
ション

所沢ステーションビル
中国料理　獅子

「渾身の料理長コース（石焼き四川麻婆豆腐付き）」を3,000円
（通常3,500円）で販売

10/9（水）～10/11（金）
販売時間15：00～22:00（ラスト
オーダー21:30）

所沢ステーションビル
中国料理　獅子
（04）2925-6203

お客さまのお問合せ先会社名 内容

１、スポーツ・レジャー・飲食

実施期間実施施設・場所名



お客さまのお問合せ先会社名 内容 実施期間実施施設・場所名

西武レクリエー
ション

BIGBOX東大和
ななかまど

特別メニュー「ひがしやまと茶うどん御膳」を990円(通常1,100
円)で販売
内容（茶うどん・刺身3点・五穀米・とろろ）

10/9(水）～10/11（金）
BIGBOX東大和
ななかまど
(042)566-6892

西武レクリエー
ション

中国割烹旅館 掬水亭
レストラン天外天

一部ドリンクを390円（通常450～700円）で販売 10/9(水）～10/11（金）
中国割烹旅館 掬水亭
04(2925)7111

西武レクリエー
ション

中国割烹旅館 掬水亭
大浴場

日帰り入浴料を500円（通常840円）に割引 10/9(水）～10/11（金）
中国割烹旅館 掬水亭
04(2925)7111

西武レクリエー
ション

関越自動車道上里サー
ビスエリア（下り線）
上里レストランプリンス

特別メニュー「姫豚の生姜焼き+ドリンクバーセット」を1,130円
(通常1,280円)で販売

10/9(水）～10/11（金）
関越自動車道上里サービスエリ
ア（下り線）
0495（33）2666

西武レクリエー
ション

関越自動車道上里サー
ビスエリア（下り線）売店

期間・個数限定で「クレヨンしんちゃん＆ライオンズクッキー」
（680円）を販売（限定120個）

10/9（水）～
※無くなり次第終了

関越自動車道上里サービスエリ
ア（下り線）
0495（33）2666

西武レクリエー
ション

関越自動車道上里サー
ビスエリア（下り線）
焼きたてパン「フルーニ」

チュロスチョコを100円（通常140円）で販売
（1日限定100個）

10/9（水）～10/11（金）
※1日限定100個無くなり次第終
了

関越自動車道上里サービスエリ
ア（下り線）
0495（33）2666

西武レクリエー
ション

ＢＩＧＢＯＸ東大和
レストランＣＡＳＡ

「オムライスビーフシチュー（サラダ付き）」を980円（通常1,280
円）で販売

10/9(水）～10/11（金）
BIGBOX東大和
レストランＣＡＳＡ
(042)590-7902

西武レクリエー
ション

ＢＩＧＢＯＸ東大和
レストランＣＡＳＡ

①生ビールを380円（通常567円）で販売
②グラスワインを150円（通常399円）で販売

10/9(水）～10/11（金）
BIGBOX東大和
レストランＣＡＳＡ
(042)590-7902

西武レクリエー
ション

ＢＩＧＢＯＸ東大和
レストランＣＡＳＡ

ご来店時、「ライオンズ大好き」の合言葉で「ＣＡＳＡアイスク
リーム」をサービス

10/9(水）～10/11（金）
BIGBOX東大和
レストランＣＡＳＡ
(042)590-7902

西武レクリエー
ション

西武秩父仲見世通り
お食事処 仲見世

特別メニュー「姫豚わらじかつカレー（サラダ付き）」を990円で
販売

10/9(水）～10/11（金）
仲見世事業所
(0494)22-7111

西武レクリエー
ション

西武園ゆうえんち
メルヘンスナック

今年の埼玉西武ライオンズのスローガン「骨太」にちなみ、特
別メニュー「骨付きフランク」を300円(通常400円)で販売

10/10（木）・11（金）
西武園ゆうえんち
（04）2922-1371

西武レクリエー
ション

西武園ゆうえんち
メルヘンスナック

リーグ終盤戦のキャッチコピー「総力戦だ」にちなみ、「そう緑
せん茶だ」として店舗内の無料ドリンクを水から緑茶へ変更

10/10（木）・11（金）
西武園ゆうえんち
（04）2922-1371

西武レクリエー
ション

西武園ゆうえんち
大観覧車

ご乗車いただいたお客さまからの「おかわり」の合言葉でもう1
周サービス

10/10（木）・11（金）
西武園ゆうえんち
（04）2922-1371

豊島園
としまえん
レストラン カリーノ

期間限定で特別メニュー「ライオンズ丼」を990円で販売 10/10（木）・11（金）
としまえん
(03)3990-8800

豊島園 豊島園庭の湯 期間限定で特別メニュー「ライオンズセット」を1,500円で販売 10/9(水）～10/11（金）
豊島園庭の湯
(03)3990-4126

横浜八景島
横浜・八景島シーパラダ
イス
海のバーベキュー「焼屋」

　
ワンデーパス＋「焼屋」のお食事セット券を特別販売
大人・高校生　5,800円（通常6,400円相当）
小・中学生　4,100円（通常4,500円相当）
※公式ホームページからクーポンをプリントアウトのうえ、ご
持参ください

10/9（水）～11/4（月・振休）
横浜八景島　営業部
（045）788-9632

横浜八景島
エプソン品川アクアスタジ
アム

入館券を300円割引
大人　1,500円（通常1,800円）
小・中学生　700円（通常1,000円）
幼児　300円（通常600円）
※公式ホームページからクーポンをプリントアウトのうえ、ご
持参ください

10/9（水）～11/4（月・振休）
エプソン品川アクアスタジアム
(03)5421-1111

西武造園・
プリンスホテル
共同体

国営昭和記念公園

企画名「家族で昭和記念公園に遊びに行こう！」と題し、官製
はがきでご応募いただいた方から抽選で、「入場引換券＋園
内レストラン料金1,000円 のチケット」を5組10名さまにプレゼ
ント

応募期間10/9（水）～10/15（火）
昭和管理センター
（042）528-1865

西武造園・プリン
スホテル共同体

国営武蔵丘陵森林公園
企画名「家族で森林公園に遊びに行こう！」と題し、官製はが
きでご応募いただいた方から抽選で、「入場引換券＋園内レ
ストラン料金1,000円 のチケット」を5組10名さまにプレゼント

応募期間10/9（水）～10/15（火）
森林公園管理センター
（0493）57-2111

プリンスホテル
全国のプリンスホテル（一
部を除く）

特別宿泊プラン・レストランご声援感謝メニューを販売
詳細はホームページをご覧ください
（http://www.princehotels.co.jp/lions/）

10/9（水）～11/30（土）
※実施する施設により期間は異
なります

各ホテルへ直接ご連絡ください

プリンスホテル
全国のゴルフ場（一部を
除く）

ご声援感謝企画（レストランメニューやゴルフサービスなど）を
実施

10/9（水）～11/30（土）
※実施する施設により期間は異
なります

各ゴルフ場へ直接ご連絡くださ
い

２．ホテル・ゴルフ



お客さまのお問合せ先会社名 内容 実施期間実施施設・場所名

横浜八景島
ホテル シーパラダイス イ
ン

1泊朝食付、1名5,000円(通常7,300～9,500円)（大人・こども同
額）
1日5室限定

10/9（水）チェックイン～11/29
（金）チェックアウトまで
※土曜および休前日を除く

ホテル シーパラダイス イン
（045)788-9617

川奈ホテル
川奈ホテルゴルフコース
（大島コース）

大島コース1ラウンドプレー代
平日10,500円、土曜14,500円　休日12,500円
（通常料金　平日12,000円、土曜16,000円、休日14,000円）
※ ロッカーフィー315円は別途頂戴いたします

10/9（水）～12/29（日）
川奈ホテル　予約係
(0557)45-1111

西武トラベル ハワイ

「プリンスホテルに泊まるハワイ」
※ホノルルステイ5日間　、成田発 ハワイプリンスホテルワイ
キキ(客室マリーナ/ヴィスタ利用)、航空会社指定なし
旅行代金（128,800円～272,800円）から8%割引

10/9（水）～2014年3月末

西武トラベル 台湾

「好吃（ハオツー)
グロリアプリンスホテル・台北に泊まる台湾」
※グロリアプリンスホテル・台北3日間、成田発、日本航空利
用
旅行代金（57,800円～129,800円）から5%割引

10/9（水）～2014年1月末

西武トラベル 韓国
「JALで行く　フリープランソウル」
※梨泰院クラウン3日間、成田発、日本航空設定便利用
旅行代金（29,800円～76,800円）から5%割引

10/9（水）～2014年1月末

西武トラベル 中国
「JALで行く　北京・上海・大連」
※フリープラン大連3日間、成田発、日本航空利用
旅行代金（43,800円～73,800円）から5%割引

10/9（水）～2014年3月末

西武トラベル 秩父・長瀞
「特急レッドアロ－号で行く　ぶらっと秩父・長瀞」
旅行代金（12,300円～34,000円）から5%割引

10/9（水）～2014年3月末

西武トラベル 秩父・長瀞
「特急レッドアロ－号で行く　日帰り　湯美人紀行」
旅行代金（4,300円～15,000円）から5%割引

10/9（水）～2014年3月末

西武鉄道
駅ナカ・コンビ二
TOMONY

午後の紅茶 ストレート500ml   147円（税込）→125円（税込）
コカ・コーラ　500ml　　           147円（税込）→125円（税込）
アクエリアス　500ml　　         147円（税込）→125円（税込）
スニッカーズ　ピーナッツ　      120円（税込）→100円（税込)
ベイクショコラ　                     128円（税込）→100円（税込）

10/9（水）～10/11（金）
事業開発部トモニー事業所
(04)2926-2474

西武プロパ
ティーズ

ペペ（西武新宿・本川越・
飯能・入間）、新横浜プリ
ンスぺぺ、西武ショッピン
グプラザ（新所沢・小手
指）、西武武蔵関ステー
ションビル、エミオ（練馬・
中村橋・武蔵境・保谷・東
久留米・狭山市・所沢・練
馬高野台）、西武線各駅
構内店舗

埼玉西武ライオンズ 2013 パ・リーグご声援感謝セールを実
施

10/9（水）～10/14（月・祝）

西武プロパ
ティーズ

ペペ（本川越、飯能） 地下1階食品フロア（集中レジ）にて商品を5％割引 10/9（水）～10/11（金）

西武プロパ
ティーズ

ペペ（西武新宿、本川越、
飯能、入間）、新横浜プリ
ンスぺぺ、ＢＩＧＢＯＸ高田
馬場、エミオ（中村橋・武
蔵境・保谷・東久留米・狭
山市・所沢・練馬高野台）

期間中、ご来店されたSEIBU PRINCE CLUB会員さまに、ご来
店ポイント5ポイントをプレゼント
（１日1回、プリポチェッカーにて）

10/9（水）～10/14（月・祝）

西武プロパ
ティーズ

ペペ（西武新宿、本川越、
飯能、入間）、新横浜プリ
ンスぺぺ、ＢＩＧＢＯＸ高田
馬場

期間中500円（税込・合算可）以上お買いあげのSEIBU
PRINCE CLUB会員さまの中で必要事項をご記入いただくと、
抽選で30名さまに埼玉西武ライオンズ選手直筆サイングッズ
をプレゼント

10/9（水）～10/14（月・祝）

３．旅行・バスツアー

４．ショッピング

西武新宿ぺぺ
(03)3232-7777

西武本川越ペペ
(049)226-7777

西武飯能ペペ
(042)974-7777

西武入間ペペ
(04)2966-0077

新横浜プリンスペペ
(045)474-7777

BIGBOX高田馬場
(03)3208-7171

商業運営部
（西武ショッピングプラザ（新所
沢、小手指）、西武武蔵関ステー
ションビル、エミオ、西武線各駅
構内店舗）
(04)2926-2463

西武トラベル各営業所
ご声援感謝ツアー商品担当
(03)6743-7173
池袋営業所(03)3981-8186
高田馬場営業所(03)3205-8186



お客さまのお問合せ先会社名 内容 実施期間実施施設・場所名

西武プロパ
ティーズ

飯能日高営業所
来場者へライオンズグッズをプレゼント
（先着20名）

10/10（木）～11/4（月・祝）
くらし事業部 飯能日高営業所
(042)982-3111

西武プロパ
ティーズ

ぶしニュータウンモデル
ハウス

来場者へライオンズグッズをプレゼント
（先着20名）

10/10（木）～11/4（月・祝）
くらし事業部 ぶしニュータウンモ
デルハウス
(042)931-1233

西武プロパ
ティーズ

横須賀営業所
来場者へライオンズグッズをプレゼント
（先着20名）

10/10（木）～11/4（月・祝）
くらし事業部 横須賀営業所
(046)869-1501

西武プロパ
ティーズ

小手指営業所
来場者へライオンズグッズをプレゼント
（先着20名）

10/10（木）～11/4（月・祝）
くらし事業部 小手指営業所
(04)2938-1072

西武建設
軽井沢、白岡、柏原の各
店舗

左記店舗で工事を成約されたお客さまにライオンズキーホル
ダーをプレゼント
（先着50個）

10/9（水）～10/11（金）
戸建事業部管理部
(04)2926-3455

アドホック 本社（東長崎西武ビル）
ペットケアマンションの新規賃貸契約をしていただいたお客さ
まにライオンズグッズをプレゼント（先着20組）

10/9（水）～10/22（火）
ペットケアマンション事業部
(03)5917-5296

西武ホールディ
ングス

SEIBU PRINCE CLUB
（プリンスポイント加盟店
とSEIBU PRINCE CLUB
Webサイト）

ご利用＆マイページエントリーでプリンスポイントプレゼント！

期間中、①プリンスポイント加盟店で105円（税込）以上ご利用
（ポイント加算）し、②SEIBU PRINCE CLUB Webサイトのマイ
ページ内のキャンペーンからエントリーされた方の中から抽選
で、1,000名さまにプリンスポイント100ポイントプレゼント
※①ご利用と②エントリーの両方が必要で、順番は問いませ
ん
※当選発表はポイントの加算をもってかえさせていただきま
す
※ポイントは10月下旬に加算いたします
※未入会者は、期間中に次の手続きでエントリー可能です。
【1日で手続き可能です】
　1.プリンスポイント加盟店でのご利用時に入会
　2.SEIBU PRINCE CLUB Webサイトから会員情報を登録
　3.SEIBU PRINCE CLUB Webサイトのマイページ内のキャン
ペーンからエントリー

10/9（水）～10/14（月・祝）

西武プリンスクラブデスク
(04)2929-0011
（9:00～17:00土・休日除く）

アドホック

・PET-SPA CARE+CURE
所沢
・PET-SPA CARE+CURE
ひばりヶ丘

左記2店舗にてコース利用時の選べるコースメニュー（オプ
ションメニュー）を390円（通常 525円）で販売

10/9(水)～10/11(金)
PET-SPA事業部
(03)5917-5290

５．不動産・建設

６．その他


