
※秩父鉄道全線において、Suica（スイカ）、PASMO（パスモ）等のIC乗車券はご利用になれません。あらかじめご了承ください。
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協力：秩父まるごとジオパーク推進協議会(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)
主催：秩父鉄道　　特別協力：Gakken

長瀞町観光案内所（長瀞駅前）

秩父駅観光案内所（秩父駅構内）

※一部有料の箇所もあります。
※秩父カードは30種類以上あります。

期間中指定されたチェックポイントへ行き、
それぞれの場所で見たり、参加したり、いろん
な体験をしたりすることで秩父にちなんだカ
ードがもらえます。

20枚
カード

5枚
カード オリジナルてぬぐ

い

SLチョロQクリアファイル（A4)

＊受付時間…年中無休 9:00～17:00

＊受付時間…平日 9:30～15:00 土日祝 9:00～17:00
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武甲山山開き

※山頂まで片道約2時間、健脚向きの登山です

5月1日㊊

横瀬町振興課0494-25-0114

武甲山　御嶽神社（武甲山山頂）
西武鉄道横瀬駅下車 登山口までタクシー利用

第13回 ぎょうだ蔵めぐりまちあるき

ぎょうだ足袋蔵まちづくりミュージアム048-552-1010

5月20日㊏・21日㊐
行田市　足袋蔵まちづくりミュージアム
行田市駅下車徒歩5分

寳登山神社奥宮祭

宝登山ロープウェイ利用山頂駅より徒歩5分

寄居北條まつり
5月14日㊐

寄居町観光協会048-581-3012
寄居町　玉淀河原・市街地

寄居駅下車徒歩10分

5月2日㊋

寳登山神社0494-66-0084

長瀞町　寳登山神社奥宮
長瀞駅下車徒歩15分

さきたま火祭り
5月4日㊍㊗

埼玉公民館048-559-0047

行田市　県営さきたま古墳公園
行田市駅下車　市内循環バス利用

カードがあつまったら
記念グッズと交換しよう

引換可能枚数は5枚・10枚・20枚・30枚です。
あつめた「秩父カード」と「チャレンジパンフレット」をもっ
て、記念品引換場所へお越しください。

※当日は、寄居駅ホーム・SL車内（寄居～長瀞）・長瀞駅前にて
宗像神社氏子青年会によるお囃子の披露があります。

5/13㊏にハイキングがあります。詳細はハイキング面をご覧ください。
チェックポイントをまわって
「秩父カード」をGET！

カードは「チャレンジパンフレット」をご提示
されたご本人様へ、チェックポイント１か所
につき1枚をお渡しします。
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4/27㊍～5月下旬
設置期間

山麓駅・山頂駅
設置箇所

おとな430円 こども（3歳以上）220円
9時40分～16時３０分
宝登山ロープウェイ山頂駅より徒歩7分

宝登山小動物公園0494-66-0959

イースターイベント
「うさぎのとろ太くんとエッグハント」

開催中～ 6/4㊐開催期間

4/29㊏㊗～ 5/7㊐開催期間

5/13㊏～ 5/28㊐までの土·日曜日実施期間

午前5時40分頃から20分間隔運転時刻

5月16日㊋ 毎月16日はトロの日
乗船された女性のお客様から、先着30名様に「きっ
と見つかる、しあわせの四つ葉のクローバーの栽培
セット」をプレゼント。

長瀞駅下車徒歩1分
9時～16時頃（5～20分間隔で運航）

長瀞ラインくだり（本部）0494-66-0950

おとな1,600円/こども800円
全
おとな3,000円/こども1,400円
※おとな…中学生以上　こども…3歳以上

※荒川の増水、渇水や気象状況（大雨・雷・強風等）により、運航を
見合わせる場合がございます。あらかじめご了承ください。

各約3㎞（各約20分）

約6㎞（約40分）

詳しくはホームページをご覧ください→ 長瀞ラインくだり

今年のゴールデンウィークは「カブトムシの幼虫」を
限定販売いたします。世界のカブトムシの幼虫も販
売予定です。チョット早い夏休みの自由研究用にい
かがでしょうか？ご期待ください。

園内に隠された「たまご」を探すス
タンプラリーです。入園者全員に
渡すエッグハントカードに全てス
タンプを集め、300円以上のお土
産を購入したお客様にオリジナル
缶バッジをプレゼントします。

カブトムシの幼虫販売

雲海やツツジ観賞におすすめ

こいのぼりの
飾り付け

宝登山山頂の小さなガーデンスポット
「宝登山フォーリーフガーデン」がオー
プン。幸せを呼ぶ「四つ葉のクローバ
ー」の摘み取りができます。

宝登山ロープウェイ山頂駅すぐ
秩父鉄道観光事業課048-523-3312（平日9時～17時） ガーデンハウス有隣0494-66-0951（9時～17時）

長瀞駅下車徒歩10分 11時～15時
不定休（要問合せ）

1,080円（税込）

国産の豚肉を絶品の甘辛い味噌に漬け込み炭火で焼
き上げ、熱々の御飯に乗せました。
ぜひ新メニューをご賞味下さい。

「
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り
豚
み
そ
重
」

NEW

山麓駅

山頂駅
宝登山ロープウェイ

※お得なきっぷの発売日、ＳＬ運転日をご確認ください。

長瀞駅

しあわせ（四つ葉
のクローバー）をみ
つけよう。

「とろ太くんとエッ
グハント♪」に参
加して、缶バッジ
をGET!!
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長瀞ラインくだり

有隣ガーデンハウス

宝登山小動物公園

FOUR LEAF
HODOSAN

GARDEN

クラフトカフェ
HODO

スリルと新緑の景
観を眺めて満喫♪

新メニュー「炙り豚
みそ重」と秩父のB
級グルメ「みそポテ
ト」を堪能しよう。

新緑の長瀞ラインくだりから

ながとろ日帰りおすすめ散策コース

乗車駅で「秩父路遊々フリーきっぷ」と
「SL整理券」を購入し、「SLパレオエク
スプレス」に乗車し、長瀞駅で下車する。

所要時間1

宝登山頂で幸せを見つける！！

事前にWEB予約を
いただいたお客様を
優先的にご案内します

事前にWEB予約を
いただいたお客様を
優先的にご案内します

※雲海は天候等により観賞できない場合があります。

☆7500系1編成にヘッドマーク掲出中（当分の間）

有隣倶楽部0494-66-0070（9時～17時）

長瀞駅下車徒歩10分 11時～15時
不定休（要問合せ）

1,740円（税込）1日限定20食

㊐
まで

「筍づくし（かぐや姫）」旬の膳

ながとろインフォメーション http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/

〈ファストライド制度〉〈ファストライド制度〉

おとな820円
こども410円

往復料金

早朝運転

宝登山ロープウェイ山麓駅0494-66-0258

～5月7日㊐

芝桜観光案内所の設置

◉立正大学学生作成
　　パンフレットの配布

◉観光パンフレットの配布
◉「芝桜の丘」入園券の発売

4月29日㊏㊗、30日㊐
5月3日㊌㊗～6日㊏

■設置期間

■設置箇所 御花畑（芝桜）駅横

「芝桜記念入場券」
ピンク色の硬券入場券

5月13日㊏～6月4日㊐■期　間

5月13日㊏～28日㊐の土曜・休日■運行期間

【平日】8:30～16:30
【休日】8:30～17:30

■時　間

100円（往復）■利用料

～5月7日㊐まで■発売期間
御花畑（芝桜）駅
ちちてつe-shop
170円

■発売箇所

■発売価格

熊谷駅
御花畑駅横 臨時芝桜観光案内所
一般300円、75歳以上250円

■発売箇所

■発売価格

*D型ピンク硬券入場券
*ポストカードサイズ台紙付

羽　生
熊　谷
寄　居
長　瀞

9:03
9:19

10:13
8:38 9:51

9:318:18

10:27
秩　父 9:35 10:42
御花畑 9:37 10:44
行先 三峰口行 三峰口行

13:06
12:44

13:20
13:36
13:37
三峰口行

9:46
9:18

10:02
10:17
10:19
影森行

土曜・休日 平日主な停車駅

8:53

急行「芝桜号」の運転
急行芝桜号 4月15日㊏～5月7日㊐

※ご乗車の場合、普通乗車券のほかに急行料金（大人200円小児
100円）が必要となります。

◉特別ヘッドマークの掲出

おすすめの「急行芝桜号」列車時刻表

1
シャトルバス運行1

【長瀞・皆野リレー号】運行！3

4
5/27.28パーク＆バスライド2

3

「芝桜の丘入園券」発売中2

4

◉観光パンフレットの配布
◉一緒に記念撮影をお楽しみいただけます

4月29日㊏㊗11:00～■日　時

パレオくん＆パレナちゃんが

※パンフレット無くなり次第終了

※売切れ次第、終了

「芝桜の丘」へおでかけします5

標高約500ｍの高原5.0haに、シャーレーポ
ピー約1,500万本を超える真っ赤なポピーが
咲き誇ります。

5月中旬～6月上旬

料

花

皆野駅下車バス利用
平日：大人500円　小人300円
休日：大人600円　小人300円
※大人…中学生以上　小人…小学生

ポピーまつり実行委員会
（皆野町役場産業観光課内）0494-62-1462

ポピーまつり実行委員会
（皆野町役場産業観光課内）0494-62-1462

ポピーまつり実行委員会
（皆野町役場産業観光課内）0494-62-1462

西武鉄道お客さまセンター04-2996-2888

秩父鉄道鉄道部運輸課048-580-6363

≪天空のポピー祭り2017≫

4月中旬～5月上旬

8:00～17:00（芝桜の丘の入園有料時間）
料

花

一般300円　75歳以上250円

御花畑（芝桜）駅下車徒歩約20分

芝桜対策本部0494-21-3298（期間中）

（中学生以下は無料）
※羊山公園の入園は無料。芝桜見頃期間に限り「芝桜の丘」
入園が有料になります。

5月27日㊏、28日㊐は、会場内への乗用車の乗
り入れはできません。お車でお越しの方は、指
定された「臨時駐車場」から会場までのバス（有
料）をご利用ください。

西武鉄道横瀬駅から秩父鉄道秩父駅・長瀞駅への臨
時直通電車「長瀞・皆野リレー号」（西武鉄道4000系
車両）が運行します。

西武鉄道より天空のポピー開花期間に合わせて西武
線発行駅からフリー区間が1日乗り降り自由のお得
なきっぷが発売されます。

皆野駅発着所～ポピー祭り会場間

10:43
11:43
12:43

（着）

10:46 10:52
11:46
12:46

11:52
10:56

13:08
11:57

11:07
12:09

13:18

11:15
12:16

（発） （着） （着） （着）（発）

乗
　
換

乗
換

横　瀬

（乗換なし）

リレー号 リレー号特急

西武鉄道 秩父鉄道
秩　父 皆 野 長 瀞

羽生行

（平日9時～19時　土休日9時～17時）

西武鉄道お客さまセンター04-2996-2888
（平日9時～19時　土休日9時～17時）

（年中無休9時～17時）

≪芝桜まつり2017≫

約17,600㎡の広大な敷地に、9種類・約40万
株以上の芝桜が咲き揃い。満開時には見渡す
限りの花の絨毯となります。

5月13日㊏～6月4日㊐

天空のポピーおさんぽきっぷ

発売中

バスはピストン運転になりますので、ご乗車
までお待ちいただく場合があります。

列車にのって へ

作成者：立正大学　高橋くん≫

彩の国ふれあい牧場

天空のポピー

秩父羊山公園 芝桜の丘

－

http://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/170411-2/
http://www.chichibu-railway.co.jp/blog/news/170407-1/
https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_flower/1808/
https://www.tenku-poppy.jp/
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2016/20170420tenkupoppy.pdf
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/zoo.html
http://hodosan-ropeway.co.jp/
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/hodosan-flg.html
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/g-yurin.html
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/yurinclub.html
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/news/zoo170324/



