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東武鉄道株式 会社 

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、２０２０年３月２８日（土）に、「電車がつなぐ、

親子で楽しい休日」をテーマとして、東上線 森林公園検修区（埼玉県比企郡滑川町、最寄駅：東上線 

森林公園駅）、川越東武ホテル、東武百貨店池袋店の３会場で「東武東上線キッズフェスタ」を

開催します。 

本イベントは、沿線にお住まいのお客さまに日頃の感謝を込めるとともに、沿線外にお住まいの

お客さまにも東上線をより知っていただくことを目的に実施します。また、多くのお子さまとそのご家族に

ご参加いただけるよう、開催場所を森林公園、川越、池袋の３会場で実施します。なお、森林公園会場は

事前応募制、川越会場・池袋会場は応募不要です。 

森林公園会場では、安全面から事前応募制とし人数を制限させていただくことで、小さなお子さまにも

安心してお楽しみいただけます。普段は見ることのできない検修区構内において、車両展示や運転台

見学のほか、プラレールやＮゲージの展示、ミニトレインの運転などの電車に関するイベントを行います。

その他にもお子さまが大好きなキャラクターショーやかみしばい、ヒーローショーに加え沿線企業による

ブースの出展など盛りだくさんの内容で開催します。 

川越会場では、東武鉄道制服着用体験、電車の行先表示器操作体験やＮゲージの展示、縁日などを

開催します。 

池袋会場では、東武線オリジナル缶バッチの作成や東武線オリジナルカードの販売、こどもミニコンサートや

かみしばいなどを開催します。 

さらに、東武東上線キッズフェスタに優先して入場できる「東武東上線キッズフェスタ号」の

臨時ツアー列車も運転します。 

当社グループでは、長期経営ビジョンにおいて、「３世代ファミリーがつながり日本一幸せな暮らしを

実感できる沿線を目指す」ことを掲げており、引き続き沿線の賑わいを創出してまいります。 

概要は別紙のとおりです。                              

  

 

 

 

 

 

  

           

 

 

※お問い合わせは、東武鉄道お客さまセンター TEL０３－５９６２－０１０２ 
 
 
 
 

△制服着用体験（イメージ） 

３月２８日（土）に 森林公園検修区で 

     「東武東上線キッズフェスタ」を開催します！ 

川越東武ホテル、東武百貨店池袋店でも同時開催 

「電車がつなぐ、親子で楽しい休日」をテーマに楽しい企画が満載！！ 

△運転台見学（イメージ） 

  

 



 

＜別 紙＞ 
 
 

「東武東上線キッズフェスタ」の概要 
 

 
森林公園会場（森林公園検修区構内）、川越会場（川越東武ホテル）、池袋会場（東武百貨店池袋店）の

３会場で開催します。 
 
【森林公園会場】森林公園検修区構内 

１ 開催日時  ２０２０年３月２８日（土）１０：００～１５：００  
※雨天決行（荒天中止）、最終入場は１４：３０まで 
 

２ 開催場所  森林公園検修区構内（埼玉県比企郡滑川町羽尾３９７７－１） 
         
３ 参加方法   事前応募制（抽選３，０００名様限定）         

※ご来場のお客さまに、５００９０型と５００７０型がデザインされたオリジナル
ティッシュボックスをプレゼントします。 

森林公園会場への申し込みは下記のＵＲＬからお申込みください。 
https://tabi.tobu.co.jp/campaign/gogo-archive/event/202001-04.html 

 
４ 募集期間  ２月１０日（月）１７：００～２月２５日（火）１２：００ 
 
５ 対  象  小学生以下のお子さまを含むご家族の方 

 
６ 入 場 料  無料 
 
７ イベント開催内容 

 イベント内容 開催時間・備考 

森 
    
林 
 
公 
 
園 
 
会 
 
場 

車両展示 
５００７０型・５００９０型車両などを予定 

10：00～14：30 

子供制服着用体験 10：00～14：30 
運転台見学・車掌体験 10：00～14：30 
ミニトレイン運転 10：00～14：30 
東武線オリジナルカード販売 終日実施 売り切れ次第終了 

あめ細工実演販売 
10：00～14：30 
売り切れ次第終了 

出展ブース、飲食・物販など 
東武東上線沿線サミット自治体（豊島区・川越市・坂戸市・越生町・
東松山市・寄居町）によるＰＲ、鉄道各社や沿線企業（ぎょうざの満洲・
湖池屋・紅葉堂）、沿線大学（女子栄養大学）、東武グループ各社に
よる出展 

終日実施 
※各ブースとも 
売り切れ次第終了 

Ｎゲージ走行展示・販売 
関水金属・ＫＡＴＯによる展示と販売 
東武鉄道車両（５００７０型）ＫＡＴＯのＮゲージに初登場。 

10：00～14：30 

プラレール展示・遊びコーナー 
タカラトミーご提供による「プラレール」の展示と遊びコーナー 

10：00～14：30 

ＮＨＫキャラクターとあそぼうにこはぴきっずブース 
縁日やＮＨＫキャラクターグッズ販売 

10：00～14：30 

ステージイベント 
・ＮＨＫ「いないいないばあっ！」の「ワンワンとあそぼうショー」 
・渋谷画劇団が演ずる東上線オリジナルかみしばいショー 
・城西大学ヒーローショー 
・沿線自治体ＰＲ（ゆるキャラ大集合） 

10：20～ かみしばいショー 
11：00～ ワンワンとあそぼうショー 
11：40～ かみしばいショー 
12：20～ 城西大学ヒーローショー 
13：00～ 沿線自治体ＰＲ 
13：40～ ワンワンとあそぼうショー 
14：20～ かみしばいショー 

足湯温泉 10：00～14：30 
エア遊具（ふわふわ遊具）（対象年齢３歳～小学校低学年まで） 10：00～14：30 
警察車両展示 
東松山警察署交通課 パトロールカー・白バイ展示（予定） 

終日実施 

消防車両展示 
比企広域消防本部 消防自動車他展示（予定） 

終日実施：緊急時変更有 

東武東上線キッズフェスタツアー（事前予約制） 
東武トップツアーズ旅行企画 

360名募集（先着順） 

運転シミュレーター体験 
１２組（ツアー参加者の中から抽選） 

時間制：当選者に個別通知 

※詳細な内容については参考資料をご覧ください。 
 

https://tabi.tobu.co.jp/campaign/gogo-archive/event/202001-04.html


 

【川越会場】川越東武ホテル 

１ 開催日時  ２０２０年３月２８日（土）１０：００～１５：００ 
※雨天決行（荒天中止）、最終入場は１４：３０まで 
 

２ 開催場所  川越東武ホテル（埼玉県川越市脇田町２９－１） 
        ３階宴会場（瑞光・芙蓉） 
         
３ 参加方法   事前応募不要 

※ご来場のお客さまに、池袋・川越アートトレイン柄折り紙または電車消しゴムの 
どちらかをプレゼントします。 

 
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・備考 

川 
 
越 
 
会 
 
場 

電車の行先表示器操作体験 10：00～14：30 
子供制服着用体験 10：00～14：30 
電車ペーパークラフトつり 10：00～14：30 
電車ぬりえ 10：00～14：30 
Ｎゲージ展示 10：00～14：00 
関水金属・ＫＡＴＯ「東武鉄道 東上線 50070型」Ｎゲージ製作秘話トークショー 
「東武鉄道 東上線 50070型」Ｎゲージ発売イベント 

11：00～ 
13：00～ 

縁日ひろば 
射的・輪投げ・スーパーボールすくい・金塊おとし・スマートボール 

10：00～14：30 

※詳細な内容については参考資料をご覧ください。 
 

【池袋会場】東武百貨店池袋店 

１ 開催日時  ２０２０年３月２８日（土）、２９日（日）１０：００～１５：００ 
※雨天決行（荒天中止）、最終入場は１４：３０まで 
 

２ 開催場所  東武百貨店池袋店（東京都豊島区西池袋１－１－２５） 
        ８階屋上 スカイデッキ広場 
 
３ 参加方法   事前応募不要 

※ご来場のお客さまに、池袋・川越アートトレイン柄折り紙または電車消しゴムの
どちらかをプレゼントします。 
 

４ 入 場 料  無料 

 イベント内容 開催時間・備考 

池 
 
袋 
 
会 
 
場 

子供制服着用体験 10：00～14：30 
東武線オリジナル缶バッチ作成 10：00～14：30 
電車ぬりえ 10：00～14：30 

電車ペーパークラフト配布 
終日実施 

無くなり次第終了 

東武線オリジナルカード販売 
10：00～14：30 
売り切れ次第終了 

プラレールの展示 
タカラトミーご提供による「プラレール」の展示 

10：00～14：30 

ＮＨＫキャラクターとあそぼうにこはぴきっずブース 
ワークショップとＮＨＫキャラクターグッズ販売 

10：00～14：30 

ステージイベント 
・渋谷画劇団が演ずる東上線オリジナルかみしばいショー 
・東京芸術劇場こどもミニコンサート 
・沿線自治体ＰＲ（ゆるキャラ大集合） 
・城西大学ヒーローショー（２９日のみ） 

28日（土） 
11：00～ かみしばいショー 
11：35～ こどもミニコンサート 
12：10～ 沿線自治体ＰＲ 
12：40～ かみしばいショー 
13：15～ こどもミニコンサート 
13：50～ かみしばいショー 
14：25～ こどもミニコンサート 
29日（日） 
10：30～ 城西大学ヒーローショー 
11：05～ かみしばいショー 
11：40～ こどもミニコンサート 
12：15～ 沿線自治体ＰＲ 
12：45～ かみしばいショー 
13：20～ こどもミニコンサート 
13：55～ かみしばいショー 
14：30～ こどもミニコンサート 

※詳細な内容については参考資料をご覧ください。                          



 

 

５ スタンプラリーの同時開催 

  川越・池袋の両会場のスタンプを集めた方に、オリジナルグッズをプレゼントします。 

（１） 参加方法   

スタンプ台紙を入手し、２会場を回りスタンプを押印してください。 

（２） スタンプ台紙設置場所 

東上線・越生線全駅 

東武東上線キッズフェスタホームページからもダウンロードできます。 

https://tabi.tobu.co.jp/campaign/gogo-archive/event/202001-04.html 

（３） スタンプ設置場所・設置日時 

川越会場  ２０２０年３月２８日（土）        １０：００～１５：００ 

池袋会場  ２０２０年３月２８日（土）・２９日（日） １０：００～１５：００      

（４） 賞品 

池袋・川越アートトレイン柄バンダナまたは５００９０型と５００７０型がデザインされた

オリジナルティッシュボックスのどちらか１点をお選びください。 

※無くなり次第終了となります。 

（５） 賞品引換について 

① 引換場所  

川越会場または池袋会場 

② 引換期間 

川越会場  ２０２０年３月２８日（土）        １０：００～１５：００ 

池袋会場  ２０２０年３月２８日（土）・２９日（日） １０：００～１５：００ 

 

 以 上 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tabi.tobu.co.jp/campaign/gogo-archive/event/202001-04.html


 

＜参 考＞ 

イベント内容の詳細について 

 

【森林公園会場】森林公園検修区構内 

１ 車両展示 
  ５００７０型・５００９０型車両などを展示し、展示車両の撮影などをしていただけます。 
 
２ 子供制服着用体験 
  東武鉄道の制服着用体験を実施します。 
 
３ 運転台見学・車掌体験 
  体験車両（８０００型２編成）にて、運転台の計器などが見学できる運転台見学と車内放送などが

できる車掌体験を実施します。 
 
４ ミニトレイン運転 
  ミニトレインに１回１００円でご乗車いただけます。 
 
５ 東武線オリジナルカード販売 
  東武線オリジナルカードを１セット（３枚入り）２００円で販売します。 
 
６ あめ細工実演販売 
  あめ細工を実演販売します。 
 
７ 出展ブース、飲食・物販など 
  沿線各自治体、鉄道各社や団体、東武グループ各社が出展します。また、東上線沿線の大学や企業にも

出展いただき、来場者の皆様に向けてＰＲすることで、沿線の魅力の発信や、沿線地域との連携
強化を図ります。 

 
（１）女子栄養大学・香川調理製菓専門学校 （最寄駅 若葉駅） 
   「食により人間の健康の維持・改善を図る」ことを理念とし、活動を行っています。当日は、

「料理検定」の体験、大学附属レストラン「松柏軒」自慢の「葉酸カレー」、菓子工房
「プランタン」の焼き菓子を販売します。 

 
（２）城西大学 （最寄駅 川角駅） 
   城西大学経営学部石井龍太ゼミナールでは、新しい地域振興、福祉活動として注目される

「ローカルヒーロー」を調査研究し、さらにオリジナルヒーローを製作、運営しています。
キッズフェスタでは「ヒーローショー」を演じます。 

 
（３）株式会社 紅葉堂 （最寄駅 武蔵嵐山駅） 
   創業７０余年、国産原料を積極的に使用するこだわりのカステラ・和洋菓子の製造を行って

います。会場では東武車両デザインのオリジナルパッケージカステラを販売します。 
 
（４）株式会社 ぎょうざの満洲 （東上線沿線に多数あり） 
   焼餃子やソース焼きそばを販売します。餃子は国内産の豚肉・野菜を100％使用した具を、

北海道産小麦粉の皮で包んでいます。 
 
（５）株式会社 湖池屋 （最寄駅 成増駅） 
   湖池屋プライドポテト、カラムーチョ、スコーンを販売している湖池屋です。ゲームに参加すると、

お菓子をプレゼントします。 
 
８ Ｎゲージ走行展示・販売 

関水金属・ＫＡＴＯによるＮゲージの展示と販売をします。 
東武鉄道車両（５００７０型）がＫＡＴＯのＮゲージに初登場。 

  「東武鉄道 東上線 50070型」Ｎゲージを会場にて販売予定。 
 
 
 
 
 

 
△ＫＡＴＯ50070型Ｎゲージ（試作品） 



 

 
９ プラレール展示・遊びコーナー 

巨大プラレールジオラマの展示及びプラレールの体験会等を実施します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10 ＮＨＫキャラクターとあそぼうにこはぴきっずブース 

東武百貨店池袋店７階の「にこはぴきっず池袋店」は遊びと学びが融合したキッズエデュテイメント

施設です。森林公園会場では縁日とグッズ販売を実施します。 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11 ステージイベント 

・ＮＨＫでも大人気の番組「いないいないばあっ！」の「ワンワンとあそぼうショー」 

・渋谷画劇団が演ずる「東上線で行く観光地巡り」と電車の乗車マナーを題材にした「東上線オリジナル

かみしばいショー」 

・城西大学石井ゼミが演ずる「リヴァイザーＪ」ヒーローショー 

・東武東上線沿線自治体ＰＲコーナーと沿線のゆるキャラ大集合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 足湯温泉 

 沿線観光地都幾川町玉川温泉の湯を使った足湯です。ゆっくり浸って心も身体もリフレッシュ

してください。 

 

13 エア遊具（ふわふわ遊具） 

お子さまを対象に無料でお遊びいただけます。 

 ※対象年齢３歳～小学校低学年まで 

 

 

△にこはぴきっず公式ロゴ △ＮＨＫキャラクターグッズの販売（イメージ） 

△SL大樹,東武リバティ, 

東武 50050型クレヨンしんちゃんラッピングトレイン  
ⓒ臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 

△巨大ジオラマ（イメージ） 

△エア遊具（イメージ） 

  

  
△ワンワンとあそぼうショー △東上線オリジナルかみしばいショー（イメージ） 



 

 

14 警察車両展示 

東松山警察署交通課により、パトロールカー・白バイを展示し、記念撮影などをしていただけます。 

 

15 消防車両展示 

比企広域消防本部により、消防自動車などを展示し、記念撮影などをしていただけます。 

 
16  東武東上線キッズフェスタツアーのお知らせ（事前予約制） 

開催当日に、ツアー企画商品として、イベント開催場所である森林公園検修区まで直行する
臨時電車ツアーをご用意します。 
ツアーに参加される方は、東武東上線キッズフェスタに優先的に入場できます。また、参加者の中から
抽選で１２組のお客さまに運転シミュレータ体験があたる特典付です。 

 
東武トップツアーズ旅行企画 

 
（１） ツアー名   「東武東上線キッズフェスタ」５００９０型で行く臨時電車ツアー 

 
（２） 料 金   大人７，３８０円   小学生６，７２０円 （お一人様、税込み） 

 
（３） 行 程   ８：１３池袋駅５番ホーム発→９：２１森林公園駅着→ 

洗浄線通過→森林公園検修区着 
                

（４） 特 典   東武東上線キッズフェスタ号乗車記念バスタオル 
              東武東上線キッズフェスタへの優先入場 
              参加者の中から抽選で１２組に運転シミュレータ体験が当たる 

鉄道アナウンサー 久野知美さんによる車内アナウンス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

（５） 募集会社   東武トップツアーズ株式会社 東武旅倶楽部 
 

（６） 募集開始  ２０２０年２月 1２日（水）１１：００～  
 

（７） 詳 細  お申し込み先、詳しい行程などに関しましては下記ＵＲＬをご覧ください。 
               https://tobutoptours.jp/tabiclub/  
        
17 運転シミュレータ体験 

ツアー参加者の中から抽選で１２組様限定で、現役運転士が実際に訓練で使用しているシミュレータを

体験していただけます。 

 

【川越会場】川越東武ホテル３階宴会場（瑞光・芙蓉） 

１ 電車の行先表示器操作体験 
  本物の電車の行先表示器を操作して、お好きな種別や行先を表示させる体験ができます。 
 
２ 子供制服着用体験 
  親子連れのお客さまを対象に、東武鉄道の制服着用体験を実施します。 
 
３ 電車ペーパークラフトつり 
  東武電車のペーパークラフトつりで、お遊びいただけます。 
 
４ 電車ぬりえ 
  電車のぬりえで、お遊びいただけます。 
 

△乗車記念バスタオル（イメージ） △乗車記念乗車証明書（イメージ） 

  



 

５ Ｎゲージの展示 
  Ｎゲージレイアウトの展示と、Ｎゲージの運転をお楽しみいただけます。 
 
６ 関水金属・ＫＡＴＯ「東武鉄道 東上線 50070型」Ｎゲージ製作秘話トークショー 
  関水金属・ＫＡＴＯによる「東武鉄道 東上線 50070型」Ｎゲージ製品化にあたっての

製作秘話をトークショーでお楽しみいただけます。 
 
７ 縁日ひろば 

射的・輪投げ・スーパーボールすくい・金塊おとし・スマートボールをそれぞれ１回２００円で
お楽しみいただけます。 

 
 

【池袋会場】東武百貨店池袋店 ８階屋上 スカイデッキ広場 
 
１ 子供制服着用体験 
  親子連れのお客さまを対象に、東武鉄道の制服着用体験を実施します。 
 
２ 東武線オリジナル缶バッチ作成 
  東武電車の缶バッジを作成いただけます。 
 
３ 電車ぬりえ 
  電車のぬりえで、お遊びいただけます。 
 
４ 電車ペーパークラフト配布 
  東武電車のペーパークラフトをお持ち帰りいただけます。 
 
５ 東武線オリジナルカード販売 
  東武線オリジナルカードを１セット（３枚入り）２００円で販売します。 
 
６ プラレール展示 

プラレールジオラマの展示します。 

 

７ ＮＨＫキャラクターとあそぼうにこはぴきっずブース 

東武百貨店池袋店７階の「にこはぴきっず池袋店」は遊びと学びが融合したキッズエデュテイメント

施設です。池袋会場ではワークショップとＮＨＫキャラクターグッズの販売をします。 

   
８ ステージイベント 

（１）東上線オリジナルかみしばいショー 

（２）東京芸術劇場こどもミニコンサート 

東京芸術劇場が実施する若手演奏家のためのプロジェクト「芸劇ウインド・オーケストラ・

アカデミー」からサックス四重奏が登場します。親しみのあるメロディを生演奏ならではの

迫力でお楽しみいただけます。 

５月のゴールデンウイークに東京芸術劇場で開催される子どもとティーンズが音楽やダンスを

気軽に楽しめる「ＴＡＣＴフェスティバル」を一足先にご体感ください。 

 

 

 

 

 

 

                               

                              

 

 

        

（３）沿線自治体ＰＲ（ゆるキャラ大集合） 

（４）城西大学ヒーローショー（２９日のみ） 

 

以 上 

△サックス四重奏の演奏（イメージ） 

 


