２０１４年１１月６日

おかげさまで１０周年！

１２月７日（日）に南栗橋車両管区で

「２０１４ 東武ファンフェスタ」を開催します！
～鉄道グッズの限定販売や「東武ファンフェスタ号」の運転など、今年も内容盛りだくさん～
東武鉄道株式会社
東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、２０１４年１２月７日（日）に南栗橋車両管区（埼玉
県久喜市、最寄駅：東武日光線 南栗橋駅）にて「２０１４ 東武ファンフェスタ」（入場無料）を
開催します。
このイベントは、２００５年に第１回を開催して以来毎年開催しており、今回で節目となる
第１０回目の開催となります。普段では見ることのできない車両管区内において、本年も各種見学
や体験、車両撮影会など盛りだくさんの内容で開催いたします。昨年も大変ご好評をいただき、
約１万４千人の東武ファンのお客様にご来場いただきました。
イベント会場では、車両撮影会、車両工場見学会や各種物販（当社ブースでは東武鉄道社紋
プレート〔真鍮製レプリカ版：個数限定〕、東武鉄道旧車掌用カバン〔本革製レプリカ版：個数
限定〕などを販売）のほか、軌陸両用型架線作業車や車両洗浄線の体験乗車（いずれも事前予約
制）および制服着用体験なども実施します。このほかにもステージ上では、鉄道ジャーナリストの
渡部史絵さんと東武博物館の花上名誉館長によるトークショーや、東武沿線のご当地キャラクター
たちが大集合するなど様々なイベントを行います。
また、当ファンフェスタの開催に合わせ、昨年６月から東武アーバンパークラインの新型車両と
して営業運転を開始した６００００系車両を使用し、１０回目の開催を記念したヘッドマークを
掲出した「２０１４ 東武ファンフェスタ号」を、伊勢崎線 館林駅から開催場所である南栗橋車両
管区まで直行で運転します（東武トラベル主催のツアー商品、事前予約制）。ご乗車をいただく
お客様には、「記念乗車証」や「準急プレート」（ツアー限定品）をプレゼントするほか、「記念
乗車弁当」などの特典が付きます。この６００００系車両が、伊勢崎線内を営業運転するのは当社
でも初めての試みであり、東武ファンのお客様にはたまらないプレミアムな企画となっています。
年に１度だけの東武ファンフェスタに、是非ご家族やご友人とご一緒にご来場ください。
概要は別紙のとおりです。
以 上

△昨年開催の東武ファンフェスタの様子

※お問い合わせは、東武鉄道お客さまセンター

０３－５９６２－０１０２

＜別

紙＞

「２０１４ 東武ファンフェスタ」の概要
１ 開催日時

２０１４年１２月７日（日）１０：００～１５：００
※雨天決行（荒天中止）、最終入場は１４：３０までです。
※昨年までと異なり、終了時間が３０分繰り上げとなっておりますのでご注意ください。

２ 開催場所

南栗橋車両管区(車両工場) （所在地：埼玉県久喜市北広島 1323-3）
東武日光線 南栗橋駅から徒歩約２０分
※駅からは無料シャトルバスを運行します。

３ 参加方法

自由参加 （ご来場のお客様に、もれなく「６３４型スカイツリートレイン
オリジナルティッシュケースボックス」をプレゼントいたします）

４ 入 場 料

無料

５ イベント開催内容
イベント内容

開催時間

鉄道グッズの限定販売等

１

①東武鉄道社紋プレート

10：00～

（限定10個）

②東武鉄道旧車掌用カバン（限定20個）

※売り切れ次第終了

など

飲食・物販など（出展ブース）

２

・沿線各自治体、鉄道各社や企業・団体、東武グルー
プ各社による出展
体験乗車（事前予約制）

３

①軌陸両用型架線作業車（２回開催）

終日実施
※各ブースとも売り切れ次第終了
①11：00～、13：00～
②13：30～

②車両洗浄線
車両撮影会

①「２０１４ 東武ファンフェスタ号」

・計７編成展示予定

４

ご乗車のお客様限定 ※下記12項参照

※一般ご来場のお客様は、各回定員300名の15分毎
入れ替え制とさせていただきます。

５

10：45～11：00
②一般ご来場のお客様

※整理券配布なし

11：00～14：00

車両工場見学会

10：00～14：30

・南栗橋車両工場内の自由見学

※入場は14：00まで

ステージ上での各種イベント

６

・鉄道ジャーナリストの渡部史絵(わたなべしえ)さん

随時実施

と東武博物館の花上名誉館長によるトークショー、

※雨天中止

東武沿線ご当地キャラクター大集合など

７

運転台見学

10：00～14：30

８

制服着用体験

10：00～14：30

９
10
11

働く自動車の展示

終日実施

・鉄道施設保守車両や東武グループのバスなど
Ｎゲージ運転会

10：00～14：30

遊具コーナー

10：00～14：30

・お子様向けの遊具コーナー
「２０１４ 東武ファンフェスタ号」の運転（事前予約制）

※雨天中止
北千住駅 7:52発（りょうもう３号）
↓

・東武トラベル主催のツアー商品

12

・イベント開催場所内まで直行
※ツアー開始駅は北千住駅または館林駅のみ
（ツアー開始駅により旅行代金が変わります）。

館林駅 9：00頃発
「２０１４ 東武ファンフェスタ号」
↓
南栗橋車両管区内 10：20頃着

※詳細な内容については参考資料をご覧ください。

以

上

＜参

考＞

イベント内容の詳細について
１ 鉄道グッズの限定販売等
東武鉄道社紋プレート、東武鉄道旧車掌用カバンを限定販売するほか、東武ファンフェスタ
の開催を記念した会場限定の各種鉄道グッズおよび鉄道各社の各種関連グッズなどを販売します。
※今回はジャンク品の販売は行いません。

△東武鉄道社紋プレート（イメージ）
真鍮製レプリカ・限定 10 個・40,000 円（税込）
※シリアルナンバー入り・化粧木箱付き

△東武鉄道旧車掌用カバン（イメージ）
本革製レプリカ・限定 20 個・13,000 円（税込）
※シリアルナンバー入り

２ 出展ブース、飲食・物販など
（１）沿線各自治体による観光ＰＲ、物産品、飲食物の販売を実施します。
※参 加 自 治 体…栃木県、栃木市、館林市、日光市、会津若松市、久喜市商工会、
プロジェクトみやび（日光市観光協会 鬼怒川・川治支部、日光商工会） など
（２）多くの鉄道会社の出展を予定しています。
※参加鉄道会社…会津鉄道、伊豆急行、伊豆箱根鉄道、京王電鉄、京浜急行電鉄、相
模鉄道、上毛電鉄、新京成電鉄、西武鉄道、秩父鉄道、つくばエク
スプレス、東急電鉄、東京地下鉄、富士急行、北総鉄道、真岡鉄道、
野岩鉄道、横浜シーサイドライン、わたらせ渓谷鐵道、ＪＲ東日本
リテールネットなど
（３）各企業および団体によるオリジナル商品・飲食物の販売を実施します。
※参加企業・団体 …栃木県立日光自然博物館、トミーテック、日光レークサイドホテル、
日本レストランエンタプライズ、ＪＡ全農グループなど
（４）東武グループ各社によるオリジナル弁当・軽食類の販売および出展をします。
※参加グループ会社 …シンフォニア東武、東武カードビジネス、東武商事、東武食品サー
ビス、東武博物館、東武バス、東武百貨店、東武ホテルマネジメン
ト、東武レジャー企画、東武ワールドスクウェア、東野交通など
３ 軌陸両用型架線作業車および車両洗浄線の体験乗車（事前予約制）
軌陸両用型架線作業車（電車の架線を点検するトラック型の車両）、および車両洗浄線
（車両を洗浄する機械が設置された線路）の体験乗車を実施します。ご希望のお客様は、往復
ハガキでお申し込みください。
（１）参 加 費 無料
（２）募集期間 ２０１４年１１月７日（金）～１１月２１日（金）必着
（３）開催時間 ①軌陸両用型架線作業車 １１：００～、１３：００～（２回開催）
②車両洗浄線
１３：３０～
（４）対
象 ①軌陸両用型架線作業車 小学生のお子様（４名様まで）
②車両洗浄線
年齢制限なし（４名様まで）
（５）募集人数
①軌陸両用型架線作業車 １００名様（１１：００～、１３：００～ 各回５０名）
②車両洗浄線
３００名様（１３：３０～）
※応募が定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。
（６）応募方法 往復ハガキに以下の事項を記入のうえご応募ください。
・返信用ハガキ（表面）記入事項 ：代表者の郵便番号・住所・氏名
・往信用ハガキ記入事項 ：ご希望の体験乗車①または②、代表者の郵便番号・住所・
氏名・年齢・電話番号、代表者を除く参加希望者全員の
氏名・年齢

＜宛先＞
〒１３１－８５０４ 東京都墨田区向島１－３３－１２ 第二東武館２Ｆ
東武トラベル㈱ビジネスサポート営業部内 「東武ファンフェスタ事前応募」係

△軌陸両用型架線作業車・車両洗浄線体験乗車（イメージ）

（７）そ の 他
・１２月２日（火）までに参加の可否をお知らせする返信ハガキを発送いたします。
・抽選について電話等でのお問い合わせにはお答えできません。
・１枚のハガキで①・②両方のお申し込みはできません。①・②それぞれの応募ハガキ
をご用意ください。
・車イスのご利用など係員のサポートをご希望の場合は、ご利用の有無を明記してくだ
さい。
・応募の記載情報は、抽選、当選結果の送付、当日の受付確認以外には使用いたしません。
・①軌陸両用型架線作業車体験乗車のみ、雨天の場合は中止となります。
４ 車両撮影会
東武でお馴染みの車両を展示し、自由に撮影できる車両撮影会を実施します。
（１）撮影時間
・「６００００系で行く ２０１４ 東武ファンフェスタ号!」ツアー参加のお客様限定 ※下記12項参照
１０：４５～１１：００
・一般ご来場のお客様
１１：００～１４：００
※各回定員３００名の１５分毎の入替制で実施いたします。
整理券の配布はございません。

（２）展示車両

・６００００系（一般通勤車両）
・１８００系 ※１８０９号編成（臨時列車等車両）
・２００系（伊勢崎線特急「りょうもう」車両）
・１００系（日光線特急「スペーシア」車両）
△車両撮影会の様子
・１００００系（一般通勤車両）
・６０５０系（一般通勤車両）
・８０００系 ※リバイバルカラー８１１１号編成（動態保存車両）

※展示車両は都合により変更になる場合があります。

５ 車両工場見学会
最新設備を備えた当社最大の車両工場である南栗橋工場内を自由に見学できます。
また、工場内では車両の車内放送体験やドア操作体験なども実施します。
見学時間 １０：００～１４：３０（入場は１４：００まで）
６ ステージ上での各種イベント（※雨天中止）
鉄道ジャーナリストの渡部史絵(わたなべしえ)さんと東武博物館の花上
名誉館長によるトークショー、東武沿線ご当地キャラクター大集合、東武
グループ各社のプロモーション・大抽選会などを実施します。
○「渡部史絵」さんのプロフィール
鉄道の有用性や魅力を発信するため、鉄道関係書籍の執筆や監修に日々励む。
月刊誌や新聞等の寄稿や連載など、執筆活動を主体に、行政や大学、鉄道事業者に
て講演活動等も多々行っている。著書に『路面電車の謎と不思議』、『鉄道のナゾ
謎１００』、『鉄道のナゾ謎９９』、『進化する路面電車』など多数。テレビやラ
ジオ出演など幅広く活躍中。 公式ブログhttp://ameblo.jp/shie-rail

７ 運転台見学
展示車両にて、運転台の計器などが見学できる運転台見学を実施します。

△「渡部史絵」さん
△「渡部史絵」さん

８ 制服着用体験
親子連れのお客様を対象に、東武鉄道の制服着用体験を実施します。
９ 働く自動車の展示
鉄道の安全運行を支えるマルチプルタイタンパー、電気検測車、架線作業車（軌陸両用車
両）、東武グループのバスなどを展示します。
※架線作業車では、事前予約制でお子様体験乗車も実施します。
10 Ｎゲージ運転会
鉄道模型のＮゲージによる運転会を実施します。
11 遊具コーナー（雨天中止）
・ ・ ・ ・

ミニトレインの運転や、小さいお子様に大人気のエアー遊具フワフワ（わんぱくキャッス
ル）を設置します。

△ミニトレイン（イメージ）

△フワフワ（イメージ）

12 「６００００系で行く ２０１４ 東武ファンフェスタ号！」ツアー企画商品（事前予約制）
開催当日に、昨年６月から東武アーバンパークラインの新型車両として営業運転を開始した
６００００系車両を使用し、伊勢崎線 館林駅から東武ファンフェスタの開催場所である南栗
橋車両管区内まで直行する「２０１４ 東武ファンフェスタ号」に「東武ファンフェスタ１０
周年記念ヘッドマーク」を掲出して運転します。
この６００００系車両が、伊勢崎線内を営業運転するのは当社でも初めてとなるプレミアム
な企画です。
（１）発売開始 ２０１４年１１月７日（金）１０：００～
（２）募集人員 ３００名（北千住駅発２５０名、館林駅発５０名）※定員になり次第終了とさせていただきます。
（３）行
程 北千住駅（りょうもう３号乗車、7：52 発）→館林駅（２０１４ 東武ファンフェスタ
号乗車、9：00 頃発）→ 南栗橋車両管区内（車両撮影会場 10：20 頃着）
※ツアー開始駅は北千住駅または館林駅のみとなります。
（４）旅行代金 北千住駅から…大人８，５００円（税込）、小人７，６００円（税込）
館 林 駅 か ら…大人６，７００円（税込）、小人６，４００円（税込）
（５）特
典 ご乗車のお客様全員に、「記念乗車証」やなつかしの通勤車両７８系（１９
５３年～１９８６年頃まで、主に東武本線系統で活躍）で使用していた
「準急プレート（プラスチック製レプリカ）」（ツアー限定品）をプレゼン
トするほか、「記念乗車弁当」などの特典が付きます。

△「２０１４ 東武ファンフェスタ号」使用車両６００００系と
掲出する東武ファンフェスタ１０周年記念ヘッドマーク
（イメージ）

△準急プレート（プラスチック製レプリカ）
（イメージ）

（６）予約申込 東武トラベル各支店
・東武トラベルインターネット予約
・電話による予約受付

（７）お問い合わせ

Ｕ Ｒ Ｌ
http://www.tobutravel.co.jp
電話予約センター
電話０３－５９０４－５２９２
受付時間 平日
９：３０～２０：００
土日・祝日
９：３０～１８：００
東武トラベル 東武旅倶楽部事務局
電話０３－３６２１－０６５１
受付時間 平日
９：３０～１８：３０
土日・祝日
休業
以

上

