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主催：秩父鉄道㈱
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〜
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13㊏
当日受付

ハイキングスケジュール
秩父鉄道ハイキングの会

埼玉県知事登録旅行業2-219号

048-523-3313（平日9：00〜17:00 12/28㊍〜1/3㊌を除く）

花の見頃は気象状況等により左右されますので、
お楽しみいただけない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同 駅からハイキング

まるで空に手が届きそう！
黄色いゴンドラで宝登山山頂へ！
きっと幸せが訪れる黄色いお花見。

2018.1

January

長瀞宝登山臘梅園

【840kcal】
一般向・約10㎞／約4時間（施設での見学時間を含む）

新春開運祈願！寄居十二支めぐりハイキング

1月中旬〜2月下旬
長瀞駅から徒歩15分
宝登山ロープウェイ利用5分 山頂駅から徒歩2分
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅
0494-66-0258
※開花状況は天候状況等により変わります。
開花状況を確認してからお出かけください。
見頃
交通

寄居町役場（寄居駅北口すぐ）9：00〜11：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行

1ポイント ¥ 無料
寄居町役場
（寄居駅北口すぐ）
→放光院
（午:勢至菩薩）
→浄心寺
（酉:不動明王）
→正樹院
（未・申:大日如来）
→
西念寺
（戌・亥:阿弥陀如来）
→天正寺
（丑・寅:虚空蔵菩薩）
→正龍寺
（辰・巳:普賢菩薩）
→
善導寺
（子:千手観音菩薩）
→少林寺
（卯:文殊菩薩）
→波久礼駅

※コース中に案内人や案内用矢印は設置いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです。
※お寺は不在の場合があります。不在時の御朱印の対応は寄居観光案内所でおこないます。
（浄心寺は善導寺でおこないます）

特別企画ハイキング
13㊏ 新春宝登山ハイ
キング

協力：長瀞町・
（一社）長瀞町観光協会
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雨天決行・荒天中止

当日受付

野上駅→長瀞アルプス入口→天狗山分岐→野上峠→
小鳥峠→宝登山裏参道→宝登山山頂（臘梅園）→
あずまや→寳登山神社→長瀞駅

長瀞駅→寳登山神社→あずまや→
寳登山神社奥宮→宝登山山頂（臘梅園）→
あずまや→寳登山神社→長瀞駅

秩父路食べ歩きハイキング
14㊐ 寳登山神社庭上正式参拝と長瀞散策
長瀞駅 10：30 雨天決行・荒天中止 団体歩行

一般向・約4㎞／約1時間【240kcal】

2ポイント/交換可

¥ 3,500円（含：参拝、入館、食事代）
※飲み物等は各自ご負担となります

長瀞駅→寳登山神社（庭上正式参拝）→不動寺→竃三桂神社→
☆入浴できますので、
タオルを
県立自然の博物館（館内見学）→せきれいの宿 養浩亭(食事）→上長瀞駅 ご持参ください

17㊌ 寄居の十二支めぐりで開運祈願！

一般向・約10㎞／約3時間30分【840kcal】
ちょっぴりプレゼントがあります

1ポイント ¥ 無料
寄居駅→放光院（午:勢至菩薩）→浄心寺（酉:不動明王）→正樹院（未・申:大日如来）→
西念寺（戌・亥:阿弥陀如来）→天正寺（丑・寅:虚空蔵菩薩）→正龍寺（辰・巳:普賢菩薩）→
善導寺（子:千手観音菩薩）→少林寺（卯:文殊菩薩）→波久礼駅

寄居駅 9：30〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行

当日受付

※コース中に案内人や案内用矢印は設置いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです。
※お寺は不在の場合があります。
不在時の御朱印の対応は寄居観光案内所でおこないます。
（浄心寺は善導寺でおこないます）

特別企画ハイキング
21㊐ 奥秩父大滝三十槌氷柱観賞ハイ
キング

1/

一般向・約12㎞／約4時間【960kcal】

1ポイント/交換可 ¥ 600円（含バス代）
三峰口駅→万年橋→強石→大滝温泉遊湯館→大滝三十槌氷柱観賞→大滝温泉遊湯館→【専用バス】→三峰口駅

三峰口駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行

当日受付

※バスは、
ピストン運転になりますので、受付順に順次ご案内します。
ご乗車までお待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。
※気候・場所によっては凍結箇所があります。特に氷柱見学場所では足元に十分ご注意ください。

26㊎ 長瀞宝登山臘梅観賞ハイキング 雨天決行・荒天中止 自由歩行 1ポイント
無料
長瀞町観光案内所（長瀞駅前）9：00〜11：00
28㊐
長瀞駅→長瀞町観光案内所（スタート受付）→寳登山神社→表参道→あずまや→寳登山神社奥宮→

（一社）
長瀞町観光協会 一般向・約8㎞／約3時間30分（施設での見学時間を含む）
秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同 駅からハイキング 協力：長瀞町・
【945kcal】

〜
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宝登山ロープウェイの黄色いゴンドラに乗ること５分。
宝登山山頂には、
ロウバイが約3000本植栽されている。
このロウバイの甘く濃厚な香りに包まれる黄色い景色は宝登山の宝の１つ。
透き通った冬空へ登るゴンドラで向かったお花畑は、
きっと幸せをもたらせてくれるだろう。

〜元気の出る いのししなべ御膳〜 せきれいの宿 養浩亭

熊谷駅長おすすめハイキング

1/

1ポイント/交換可

※山道を歩きます。
トレッキングシューズでご参加ください。※気候・場所によっては凍結が予想されます。長瀞アルプスコースにご参加の方は、軽アイゼンをご用意ください。
☆長瀞駅前で、
（一社）長瀞町観光協会による湯茶のサービスがあります。
（12：00〜14：00頃）
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要予約100名

自由歩行

B 表参道コース
一般向・約8㎞／約2時間20分【945kcal】
長瀞駅 10：00〜11：00 ¥ 無料

Ａ 長瀞アルプスコース
やや健脚向・約7㎞／約3時間30分【1,470kcal】
野上駅 9：30〜10：30 ¥ 無料

宝登山ロープウェイ 増発運転
ロウバイの見頃に合わせて、
増発運転します。
増発期間 1月13日㊏〜2月12日㊊㊗の毎日
☆増発期間中の土日祝日は始発時間を9:00に繰り上げて運転します。
☆増発期間中は長瀞駅〜ロープウェイ山麓駅駐車場間で
「無料
シャトルバス」
を運行します。
（10:00〜16:00頃間随時）
※上記期間以外のシャトルバス運行は要問合せ
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅

0494-66-0258

急行ロウバイ号
急行6000系車両3編成に特別ヘッドマークを掲出して運転します。
掲出日

1月27日㊏〜2月12日㊊㊗

※ご乗車には乗車券のほかに急行券
（大人200円、
小児100円）
が別途必要です。

ぽかぽか・こたつ舟

ロウバイ観賞記念乗車券
発売期間 1月27日㊏〜3月4日㊐ ※売れ切れ次第終了
発売箇所 羽生、
熊谷、
寄居、
長瀞、
秩父、
御花畑の各駅窓口、
ちちてつe-shop
発売価格 470円
（長瀞駅から470円区間大人片道1枚）

¥

宝登山山頂（臘梅園）→あずまや→表参道→長瀞駅

当日受付

※ゴール長瀞駅前にて
（一社）長瀞町観光協会による湯茶のサービスがあります。(1/27㊏、28㊐12:00〜14：00頃)
※気候・場所によっては凍結が予想されます。滑りにくい靴でご参加ください。
※コース中に案内人や案内用矢印は設置いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです。

2月実施予定の月例ハイキング
詳しくは来月号のPALETTE、
ホームページでご確認ください

要予約

2月11日㊐㊗ 秩父駅10：30

要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント
50ポイント集めると豪華賞品と引き換えができます！
交換可

スタート駅で賞品引換可能です

※混雑時はお待ちいただく場合があります
※写真はイメージです。賞品内容は時期により異なります
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宝くじ

で運だめし

当日受付 秩父鉄道・東武鉄道合同ハイキング

2月1日㊍〜12日㊊㊗ 長瀞町観光案内所
（長瀞駅前）
9：30〜11：00

…コース／行程
…集合駅・受付時間 ¥ …参加費
要予約 …事前予約が必要です。
お申し込み方法にしたがってご予約ください

当日受付 …当日、集合駅で受付いたします。事前予約は必要ありません

団体歩行 …受付終了後、全員揃って出発します。歩行中はスタッフの指示をお守りください

コース上に案内矢印を設置してあります。
自由歩行 …受付終了後、随時出発してください。
矢印以外には、進まないでください
ポイント …参加するともらえるポイント数です

※秩父鉄道では、乗車券および参加費等は現金にてお支払いいただきます。
あらかじめご了承ください

※強風等により営業を見合わせる場合があります
☆プレゼント
①ご乗船のお客様に「使い捨てカイロ」プレゼント
（なくなり次第終了）
（本部） ②１月１日㊊㊗〜１月3日㊌及び運航期間中の土休日
お問合せ 長瀞ラインくだり
0494-66-0950
にご乗船のお客様に温かい
「なめこ汁」
プレゼント
（先着50名様・なくなり次第終了）
10:00〜15:00頃まで
随時運航、
所要時間約20分
こども500円
¥ おとな900円、

宝登山小

山里の膳〜赤谷温泉 小鹿荘〜 長瀞宝登山臘梅ハイキング

ハイキングに参加して賞品をもらおう!
ハイキング毎に ポイント をさしあげます

秩父路食べ歩きハイキング

動物公園

発売期間 1月1日㊊㊗ 〜2月28日㊌

開催期間 1月1日㊊㊗〜1月8日㊊㊗
価

格

内 容

500円・300円

リニューアル 旬の膳「ろうばい御膳」

長瀞宝登山のロウバイをイメージし、柚子や
さつまいもを使った華やかなお料理です。冬
の根菜を煮込んだほくほくのやさしい豆乳
鍋が身体を温めます。

1日限定30食
1月9日㊋〜2月28日㊌
¥1,740（税込）

空くじなしの三角くじ。
1年の始まりに今年の
運をお試しください。
☆1月1日㊊㊗〜1月3日㊌までの間、
宝くじを
購入されたお客様に甘酒プレゼント

宝登山小動物公園
0494-66-0959
9:40〜16:30
¥ おとな430円、
こども
（3歳以上）220円
宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩7分

期間限定 運気UP祈願メニュー「お宝うどん」

初詣期間のみの限定メニュー！海老の天ぷらやシイタ
ケ・かまぼこ・金粉をトッピングした豪華なうどん。今年
の運気がUPするカモ！？

有隣倶楽部
0494-66-0070
（9:00〜17:00）

※イメージ

11:00〜15:00
休 火曜
長瀞駅から徒歩10分 ※イメージ

1月1日㊊㊗〜1月3日㊌
¥880
（税込）

ガーデンハウス有隣
0494-66-0951
（9:00〜17:00）

11:00〜15:00

休 木曜

長瀞駅から徒歩10分
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