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沿線情報

秩 父 鉄 道 を 彩る 情 報 誌

秩父鉄道からのお知らせ

★
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ロウバイ観賞記念乗車券
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）
仕様 ・ロウバイの花型カラー硬券乗車券1枚
・ロウバイポストカード1枚

No.04 / Letʼs Enjoy “CHICHITETSU”

2018

※急行列車やSL列車にご乗車の場合、
別途料金が必要です。

きっぷ提示で割引や特典が
受けられます♪
詳しくは駅設置の専用パンフレットをご覧ください

秩鉄の不動産「春のキャンペーン」開催

秩父路遊々フリーきっぷ

秩父鉄道では、
この春に新生活を始める方を応援する「春の入居キャンペーン」
と
事務所ビルをお探しのお客様にお得な「春のキャンペーン」を実施します。

●秩父鉄道全線1日乗り降り自由

キャンペーン期間 2月1日㊍〜4月30日㊊㊡
対象物件
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きっぷ情報

!
花型
今年は

発売期間 1月27日㊏〜3月4日㊐※売り切れ次第終了

February

発売当日限り有効

アパート▶ＳＴハイツ 西羽生・新郷・赤城・小前田・野上・親鼻、
グランツ武川、
赤城ハイツ、農園ハイツ、光ハイツ、小澤コーポ他

発売期間 土曜、
日曜、祝日
（通年）、1・2月の毎日

※その他キャンペーン期間中に空室物件になったものも対象とします

発売箇所 秩父鉄道 各駅

事務所ビル▶秩父鉄道熊谷ビル
特典内容は秩父鉄道ホームページ内
「不動産情報」
をご覧頂くか、
下記までお気軽にお問い合わせください。
お問合せ 秩父鉄道不動産課
048-523-3310（除く日曜・祝日）

発売金額 大人1,440円

●フリー区間（長瀞〜三峰口）乗り降り自由
発売当日限り有効

恒例の
大抽選会
実施！

3月8日㊍〜9日㊎、3月12日㊊〜13日㊋、3月15日㊍〜16日㊎

期日

旅行代金 5・6名様1室26,000円、
4名様1室27,000円

発売期間 土曜、
日曜、祝日
（通年）、1・2月の毎日

3名様1室31,500円、2名様1室34,500円
1日目
各出発地＝＜高速道＞＝アグリコア越後ワイナリー
（見学・試飲）
＝
＜高速道＞＝新潟ふるさと村（昼食）
＝＜高速道＞＝
阿賀の里（阿賀野川周遊船）
＝＜高速道＞＝月岡温泉（宿泊）
2日目
宿泊地＝＜高速道＞＝ストックバスターズ：燕店（買物）
＝
寺泊中央水産（昼食）
＝＜高速道＞＝上里カンターレ
（休憩）
＝各出発地
お申込み・お問合せ この広告では旅行の申込みは受け付けておりません。
詳しい資料（パンフレット）
は
秩父観光ツアーセンター 048-525-3701へご請求ください。
（お1人様）

日程
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〈企画・実施〉秩父観光興業㈱

埼玉県知事登録旅行業2-109号

発売金額 大人1,030円

小児520円

乗車券に含まれるもの
▶寄居→長瀞までの往復乗車券
▶長瀞〜三峰口間のフリー乗車券

ながとろ満喫きっぷ

ロウバイ観賞に
おすすめ！

●長瀞フリー区間（樋口〜上長瀞）乗り降り自由
発売日より2日間有効
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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。

駅からぶらり・小前田駅
event information
SLパレオエクスプレスの
「パレ」、絵の具の
「パレット」。
沿線を彩る情報を発信したり、沿線をより彩ることができるよう想いを込めて。

発売箇所 秩父鉄道 寄居駅

発売期間 通年

三峰口

（パレット）
について

小児720円

ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ

秩父観光おすすめツアー 秩父観光55周年記念 特別企画
早春の阿賀の里と白玉の湯 華鳳に泊まる（各回200名募集）

SLで行こう!

★ ★ ★ ★ ★

きらりストーリー

町田啓介さん（ゆの宿 和どう）

発行

秩父鉄道株式会社 企画部

〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
http://www.chichibu-railway.co.jp

048-523-3313（平日9:00〜17:00）

発売金額 大人890円

小児450円

乗車券に含まれるもの
寄居駅 ▶寄居→樋口までの往復乗車券
発売分 ▶樋口〜上長瀞間のフリー乗車券
御花畑駅 ▶御花畑→上長瀞までの往復乗車券
発売分 ▶上長瀞〜樋口間のフリー乗車券

定期購読のご案内
送料及び手数料
1,000円
（1年間お届けいたします）
お申込み方法
①現金書留をご利用の場合
1,000円を同封し、必要事項を記載した紙を
同封の上、下記へお申込み下さい。
〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
秩父鉄道株式会社 PALETTE係
※開始希望月・郵便番号・住所・氏名・電話番号を必ずご明記下さい。
※封筒表面に
「新規」
と朱書きでご明記下さい。

②郵便局備付の払込取扱票をご利用の場合
必ず郵便局備付の
「払込取扱票」
をご利用下さい。
（口座番号）00160-8-464021
（加入者名）秩父鉄道株式会社
（通信欄）
・
「PALETTE申込み」
とご明記下さい。
・開始希望月・郵便番号・住所・氏名・電話番号を必ずご明記下さい。
※お客様からの払込確認には数日お時間がかかります。予めご了承下さい。
※払込手数料をご負担下さい。

※平成30年1月16日現在の情報です。最新の情報をご確認のうえ、
お出かけください。
※PALETTE定期購読申込書へ記入いただいた個人情報は、担当者が厳重に管理し、
データ処理後、適切に破棄いたします。
なお、PALETTEの発送は委託先「三共印刷株式会社」
からの発送となります。発送後はデータを適切に破棄し、他者へ渡すことはございません。定期購読については上記をご覧ください。

おんな 同 士のお 出かけはワクワクの連 続
美 味しいものを 食べた り ︑素 敵な 景 色に感 動した り
おしゃべりに 花が咲いて 止 ま らない
でも ︑もし 女の友 情は 難しいと 感じているな ら
ゆった り 温 泉 宿に 泊 まれ ばいい
﹁しっかり 者のお 姉さん﹂
﹁ふんわ りピュアな 女 子 ﹂なんて

3.

ちちぶ温泉 はなのや
埼玉県秩父市荒川日野542
0494-54-2654
武州日野駅から徒歩15分
※武州日野駅から送迎あり

2.
1.

化 粧で 武 装した 顔も ︑
お湯ですっかり 洗い落せば

95

いつもと 違った 本 当の素 顔が見えてくる
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秩 父の美しい山々に 囲 まれ
た古民家風の温泉宿︒木のぬく
もりが優しく︑館内を彩る四季
折々の花 飾りが目を 楽しませ
てくれる︒趣向の異なる 室全
ての客室に露天風呂が備わり︑
完 全 プライベートの空 間を 満
喫できる︒広々とした部屋は解
放 感たっぷり ︒時の経つのも 忘
れる︒
女 性 客が多 く ︑客 室 稼 働 率
％と平日でも人気の宿だが︑
理 由はおもてなしの丁 寧 さに
もある ︒
スタッフの細やかな 気
遣いが随所で見られ︑何度も足
を運びたくなる宿だ︒

girls talk
1.豚肉やみそポテト、
しゃくし菜など秩父の食材を活かし、
旬の素材にこだわって作った豪華メニューを味わえる。
２.大浴場では男女どちらの湯でも無料で月見酒が堪能で
きる。地酒を味わいながら、
のんびりと時を過ごしたい。
３.姉妹館の秩父小鹿野温泉旅館・梁山泊の温泉を宿泊
客は無料で利用できる。

露天風呂は岩造りや瓶形など全て違っていて、
一つ一つの部屋や庭の雰囲気に合わせて造ら
れた個性溢れるデザイン。湯は
「大滝温泉 三峰
神の湯」
から運ぶというこだわりぶりも見せる。
頭上に空が広がる静かなロケーションでの湯
浴みはこれぞ贅沢な休日と言えそう。

さて ︑今 夜の浴 衣パーティーは 何 を 話そ うか

「特別な旅」に気分も華やぐ

ちちぶ温泉 はなのや
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掲載の写真はすべてイメージです

Spa resort,
Accommodations

は︑
ぴん
すっ の裸の
な
おん 合いだ
付き

Spa resort,
Accommodations

掲載の写真はすべてイメージです

「カワイイ」が詰まった女子必見の宿

小さなホテル セラヴィ

絶景と大地の恵みにうっとり

ナチュラルファームシティ
農園ホテル

２万坪のキャンプ場の木立の中に現れ
る、
こじんまりとしたホテル。
クラシックな
館内にはセンスの良いアンティークの調
度が並び、海外童話の世界に迷い込ん
だような非日常感を味わえる。客室は７
室のみ
（露天風呂付6室）
と静かな環境な
ので、
ホテル滞在自体を目的に来る人も
多い。鳥のさえずりを聞きながら露天風
呂に浸る時間は最高の贅沢だ。

秩父の街並みと奥秩父連山を一望でき
る高台のホテル。夜は大きなガラス窓の
展望大浴場からきらめく夜景を楽しむこ
とができ旅の疲れも癒される。運が良け
れば雲海が見られることも。料理は地元
産新鮮野菜中心のバイキング。安心・安
全な食事をみんなで楽しみたい。

小さなホテル セラヴィ
埼玉県秩父郡長瀞町井戸419-1
0494-66-3168
野上駅から徒歩20分
※野上駅から送迎あり
（要予約）

ナチュラルファームシティ 農園ホテル
埼玉県秩父市大宮5911-1
0494-22-2000
秩父駅から車で5分
※秩父駅＆西武秩父駅からの送迎あり
（要予約）
1.地元食材を使用したバイキングは彩りも豊かで種類
も豊富。見ても食べても満足できる。 ２.「レストラン
秩父路」
では秩父連山を望み、
四季折々の景色を見渡
しながらの食事を。 ３.ゆったりとした造りの和室。他
にも露天風呂付き客室があるほか、
バリアフリー対応
の洋室も用意。

1.

2.

3.

1.１部屋を除き、趣向の異なる露天風呂がそれぞれの
部屋で好きな時に楽しめる。風そよぐ林の中での湯浴
みは最高に気持ち良い。 ２.自家農園の無農薬野菜
を中心に、郷土の味を堪能できる料理。器は作家もの
を用意するなど、
オーナーの強いこだわりが見える。
３.ワインソムリエが厳選した珠玉のワインやイチロー
ズモルト、地酒などバーの品揃えも豊富。

1.

2.

3.

広々とした湯船で友達同士でも家族でも

ときの湯温泉
ヘリテイジリゾート

壮大な景色に心休まる

首都圏最大級の天然温泉として知られ、四季の
風情を感じる様々な湯船が揃う。水着着用の混
浴風呂では９ｍの打たせ湯や大露天風呂を楽し
める。築地で仕入れた魚や自家菜園で育てた新
鮮な野菜を使ったこだわりのメニューも人気。

いこいの村ヘリテイジ
美の山
絶景の広がる山・美の山に立ち、大展望
天然温泉からは秩父連山の大パノラマ
を見渡すことができる。四季折々の大自
然鑑賞ツアーは種類が豊富で多岐にわ
たる。星の鑑賞会（通年）
では、冬季は毛
布や湯たんぽの貸出もある。
レトロな内
観に加え、玄関や客室などにしつらえた
秩父銘仙の数々が旅の気分を盛り上げ
てくれる。

ときの湯温泉 ヘリテイジリゾート
埼玉県熊谷市小江川228
048-536-1212
熊谷駅から車で25分
※熊谷駅から無料の定期シャトル便あり

秩父の山並みを一望。眺望自慢の温泉ホテル

かんぽの宿 寄居

荒川や秩父鉄道を見下ろし、秩父の大自然に抱
かれた眺望自慢の天然温泉。入浴後はずわい蟹
やしゃぶしゃぶなど豪華な会席料理をリーズナ
ブルに味わえるのも嬉しい。地元和菓子店の饅
頭や地酒など、土産物も豊富に取り揃えている。

いこいの村ヘリテイジ美の山
埼玉県秩父郡皆野町皆野3415
0494-62-4355
皆野駅から車で10分
※皆野駅＆西武秩父駅からの送迎あり
（要予約）

かんぽの宿 寄居
埼玉県大里郡寄居町末野2267
048-581-1165
寄居駅から車で約15分
※寄居駅からの無料送迎あり
※暴力団関係者等反社会的勢力の利用をお断りします。
※入れ墨（タトゥー）
をしているお客さまは、他のお客さまから入れ墨（タトゥー）
が見えない状態でのご利用をお願い申し上げます。
※仕入等の都合により、料理内容及び器が変更になる場合がございます。
※源泉に加水・加温、循環ろ過、塩素系薬剤注入。一部浴槽に真湯使用。
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掲載の写真はすべてイメージです

1.

2.

3.

1.２月には宝登山のロウバイ園を楽しむツアーが企画
されている。氷柱（1、
２月）
や雲海（春と秋）鑑賞ツアー
も。 ２.落ち着いた雰囲気の和室。全部屋から山並を
一望でき、
自然との一体感を味わえる。 ３.地元で採
れた食材を中心に、朝打ちうどんや手造りこんにゃくな
ど、手作りの心温まる郷土料理が供される
（お料理は
一例）。
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掲載の写真はすべてイメージです

個性的なお風呂が大集合!!

日帰り温泉

は︑
ぴん
すっ の裸の
な
おん 合いだ
付き

Spa resort,
Accommodations

おふろ×アウトドアの「遊べる」おふろ

おふろcafé bivouac
ビバーク

毎日通いたくなる充実の施設

熊谷温泉 湯楽の里

飲食店やボディケア店などを併設した便利な複合施設内にありなが
ら、美肌効果のある天然温泉に浸れる。岩露天風呂や一人ですっぽ
りと浸かれる壺風呂、
サウナなど種類も豊富。内湯の高濃度炭酸泉
は、血管を拡張し血行を良くしてくれ、海外の医療分野での活用もあ
るほど。湯上りはリクライニングチェアでゆったりと過ごせる。

夜空にたゆたう癒しの空間

天然自家源泉 星音の湯
秩父の山あいにひっそりと佇む、和風造りの温泉施設。天然自家源
泉で、
男女週替わりの檜や岩造りの露天風呂から夜には満点の星空
を眺めることができる。貸切個室露天風呂や８種類の鉱石を使用し
た岩盤浴（入館料とは別料金）
もあり、一日ゆったりと過ごすことがで
きる。食事は地野菜などを使ったヘルシーな里山バイキングが人気。

おふろに加え、ボルダリングやキッズパーク、
BBQなどアクティブな体験ができるグランピング
温浴施設。湯治風呂や季節で変わるお風呂など
６種類の湯があり、
ミネラルをたっぷり含んだ泥
パックを無料で利用できる。
レストランでは本格
的なグリル料理を提供。店内に並ぶテントやハ
ンモックなどもわくわく感を演出してくれる。
ビバーク

おふろcafé bivouac
埼玉県熊谷市久保島939
048-533-2614
10:00〜翌9:00
¥ フリータイム入館
（10：00〜翌9：00）
【レンタル館内着・レンタルタオルセット付】
大人1,380円／小学生690円／未就学児390円
その他多数のプランあり
休 不定休
熊谷駅からバス
「高柳」下車徒歩5分
※熊谷駅から無料シャトルバスあり
1.露天風呂では名湯「おふろcafé白寿の湯」
から運んだ湯が冷
え症・疲労回復を改善してくれる。 ２.炎のぬくもりを感じる暖
炉エリア。
お酒やコーヒーを楽しみながらゆったりと過ごした
い。
コミックや雑誌も10,000冊以上用意。 ３.キャンプテーブ
ルで本格的なグリル料理やワンプレートディッシュを囲めば、
気分はまるで森の中。

1.

2.

3.

大自然に抱かれた湯処
熊谷温泉 湯楽の里
埼玉県熊谷市月見町2-1-65
048-525-4126
9:00〜25:00（最終入館は24:30）
¥ 平日：大人770円／子ども410円
土日祝・特定日：大人820円／子ども460円 ※子どもは0歳〜小学生
岩盤浴 楽蒸洞（らくじゅどう）
：410円 ※専用着・岩盤専用タオルを含む
休 年に数回メンテナンスあり
石原駅から徒歩10分

満 天 の星と雲 海 の 宿

天然自家源泉 星音の湯
埼玉県秩父市下吉田468
0494-77-1188
10:00〜23:00（最終入館は22:00）
¥ 平日10:00〜17:00：大人930円／子ども730円
平日17:00〜23:00：大人730円／子ども530円
土日祝・特定日10:00〜17:00：大人1,030円／子ども830円
土日祝・特定日17:00〜23:00：大人830円／子ども630円 ※子どもは3歳〜小学生
休 不定休
皆野駅から車で15分 ※皆野駅から無料シャトルバスあり

本誌を受付にご提示ください

ご宿泊のお客様に

ハウスワイン
１杯つき
2018年
2月末まで有効

大自然ツアー氷柱ライ
トアップ

2月∞日まで 毎週金・土・日

氷柱鑑賞プラン（1泊2食）＋天然温泉

9,500円〜

（税別）

皆野駅・西武秩父駅から送迎あり
（予約制）
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詳しくはこちら

☎０４９４・６２・４３５５
秩父郡皆野町皆野３４１５
いこいの村ヘリテイジ美の山

たった7室露天風呂付き客室の宿
☎０４９４・６６・３１６８ Ｆａｘ０４８・５８１
・９７１７

秩父郡長瀞町大字井戸419-1 http://www.ceravie.com

日 帰り温 泉も楽しめる宿

秩父温泉 満願の湯

- 散策のよりみちにゆっくり温まろう -

荒川に面し、
どのお部屋から
も名勝・天然記念物の長瀞渓
谷、岩畳を見ることができる旅
館。女子会やカップル向けの
プランが豊富。
花のおもてなし 長生館
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞449
0494-66-1113
長瀞駅から徒歩3分

露天風呂では、入浴しながら
長瀞の自然を満喫でき、小鳥
のさえずり、
すぐ下を流れる荒
川の渓 流の音が聞こえてく
る。
せきれいの宿 養浩亭
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1446
0494-66-3131
上長瀞駅から徒歩5分

奥長瀞の渓流沿いに立ち、四季折々の自然を源泉100％のお湯に浸
かりながら堪能できる。館内全ての露天風呂から全長15メートルの
満願滝を眺めることができ、
川のせせらぎと共に自然のマイナスイオ
ンを感じられる。地下数百メートルから汲み上げた高いアルカリ性の
お湯は、女性に優しいまろやかな肌当たり。
秩父温泉 満願の湯
埼玉県秩父郡皆野町下日野沢4000
※子どもは3歳〜小学生
0494-62-3026
10:00〜21:00
¥ 平日1日：大人800円／子ども400円、
土日祝祭日3時間：大人900円／子ども450円
休 なし
皆野駅から車で15分 ※皆野駅、長瀞駅周辺から無料送迎あり
（要予約）
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スイーツと花の香りの優雅なひと時
自家 製 生パスタやピザ、パティシエによる
様々なケーキなどが食べ放題のビュッフェが
楽しめる。
ヨーロッパの閑静な邸宅をモチー
フにした魅力的な庭園も散策でき、普段と違
う優雅な気分を感じられる。バウムクーヘン
をはじめ、手土産に嬉しいスイーツギフトも
揃っている。

ビュッフェ
（食べ放題）
〜ピエール・ド・ロンサール〜
10種類以上のケーキとパスタ、
ピザ、
カレーライス、
サラダ、
パン、
チョコレートフォンデュ等
大人（中学生以上）1,300円、小学生900円
3歳以上540円、2歳以下無料

1

優しい味わいが人気

国産小麦を100％使っているかりんと
うやさん。種類も約40種類とたくさん
ある。試食もできるので、自分の気に
いった味を選んで購入できる。埼玉乳
牛の甘みを濃縮した
「モーモーかりん
とう」や、深谷ねぎと相性の良い味噌
で作られた
「深谷ねぎみそかりんとう」
など、
埼玉ならではの商品もおすすめ。

旭製菓 花園店
埼玉県深谷市小前田509-2
048-584-7700
8:30〜18:00、冬期は17:00まで
休 なし
小前田駅から徒歩18分

小前田駅

モーモーかりんとう
160g・285円
（税込）

小前田駅
りんご村の収穫祭
1,080円
（税込）

秩父鉄道

カリノフロマージュタルト
216円
（税込）

個性的な商品に出会える。

文 深谷市立

花園小学校

寄居警察署
⊗小前田駐在所

175

175

86

長善寺

〒

花園フォレスト
埼玉県深谷市小前田417
0120-41-2771 048-579-0101
平日10：00〜18：00
土日祝10：00〜19：00
休 なし
小前田駅から徒歩10分

3 OMED café

道の駅はなぞの

140

地元の美味しいものから、
観
光情報など楽しい発見がで
きる場所。
贈って喜ばれるお
土産もたくさん。
道の駅はなぞの
埼玉県深谷市小前田458-1
048-584-5225 7:00〜19:00
休 なし 小前田駅から徒歩15分

可愛らしい空間でやすらげる

白と木のぬくもりを活かした店内で温かみのあるカ
フェ。
パン、
ケーキ、
ドレッシングまで全て手作りで、
自家製野菜など食材を活かした料理を提供してい
る。
深谷ネギをたっぷり使ったトマトソースのパスタ
など地元ならではの美味しさを味わえる。優しい笑
顔の店主さんに心も癒される。

魅力的なお店を訪ねてのんびり歩いてみませんか。

深谷ねぎみそかりんとう
160g・285円
（税込）

花園郵便局

3

小前田駅周辺は、
深谷ならではの

深谷市役所

諏訪神社

花園フォレスト
2

Bakerys Kitchen ohana
道の駅はなぞの店
4
道の駅
はなぞの

140

塩 堅焼きバター
108円
（税込）

旭製菓 花園店
1

スィートラズベリー
302円
（税込）

OMED café
埼玉県深谷市小前田1041
048-577-8353
11:30〜16:00
休 火曜、
不定休
小前田駅から徒歩4分

ネギビアータ ランチセット
（サラダ、
パン、
ドリンク付き）
1,200円
（税込）

09

クロワッサン・オ・ブール
216円
（税込）

4

おしゃれで種類豊富なパン屋さん
バターの香りたっぷりに焼き上げた塩パン
が人気のパン屋さん。
ほかにも、
地元の野菜
などを使った約120種類のパンやサンドイッ
チが並ぶ。
店内にはイートインできるテラス
席があり、
パンを買うと無料ドリンクと一緒
にいただける。
心和む空間でとっておきの時
間を楽しんで。
Bakerys Kitchen ohana
道の駅はなぞの店
埼玉県深谷市小前田458-1 2F
048-579-5087
7:00〜19:00
休 隔週水曜

（祝日の場合は営業し、翌木曜お休み）

小前田駅から徒歩15分

おすすめデザート
かぼちゃのチーズケーキ
430円
（税込）

オハナメロンパン
97円
（税込）

フーガスオリーブ
259円
（税込）
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今月の出店は、秩父地域の「いちご」
とスイーツ！！

秩父鉄道に出張販売！？電車でお買い物が楽しめる

でんしゃdeマルシェ
いちご大集合

※1月29日㊊10:00〜WEB受付

いちご
スイーツ

長瀞、秩父地域

【でんしゃdeマルシェ停車駅】
時刻
主な停車駅
10：34発
熊 谷
10：55着
11：03発
武 川
11：22着・発
寄 居
野 上
12：01発
11：53着
長 瀞
12：27発
12：06着
皆 野
12：39着
12：40発
秩 父
12：57着（約15分間停車・販売）

秩父鉄道event information

秩父鉄道に鬼が出現！？
今年の節分は
「節分豆まきトレイン」
で鬼退治をしよう！

※イベント内容は、
急きょ変更になる場合があります。あらかじめご了承ください
※乗車区間の乗車券は、
各自お求めください
※停車駅でお買い物をされる際は、
入場券が必要です

いちご
スイーツ販売

作り体験

スイーツ販売

February

2月はイベント列車ででかけよう

・秩父のいちご販売（秩父地域の農園） さらに 秩父駅到着後
秩父フルーツファームで
・いちごスイーツ販売（長瀞・秩父地域）
《事前予約》20名様
いちご狩り体験（有料）
・特別ヘッドマークの掲出、車内装飾
※1月29日㊊10:00〜WEB受付
・特別乗車記念証プレゼント ※なくなり次第終了

電車内イメージ ● ● ●

シノン
洋菓子店

2018.2

運行区間 くだり熊谷〜秩父間

《事前予約》10組20名様 ※小学生親子限定
・シノン洋菓子店によるいちごスイーツ作り体験（無料）

運行♪
● ● ●

2月24日㊏

運行日

イベント内容

予告

休憩
スペース

いちご販売
秩父地域

節分豆まきトレインの楽しみ方
①イベント列車で受付して、お土産・福豆・乗車記念証をもらおう！
②鬼が登場する駅まで、準備しよう！
③駅についてホームに鬼がいたら豆まき開始！
鬼退治をしよう！
④終点の秩父駅では鬼パレオくん、鬼パレオちゃん登場！
最後まで豆まきを楽しんだり、記念撮影も♪

３月は鉄道むすめ「桜沢みなの」バースデー

でんしゃdeマルシェ 〜桜沢みなの４th バースデーパーティー〜
3月24日㊏開催予定！

©2005TOMYTEC

イラスト：宙花こより

秩父三社
トレインで開催

鉄道むすめ
「桜沢みなの」

【節分豆まきトレイン停車駅】

秩父鉄道沿線event information

2018.2

February

長瀞火祭り

第5回 秩父ウイスキー祭

【長瀞火祭りトレイン】

主な停車駅
熊 谷
武 川
寄 居
野 上
長 瀞
皆 野
秩 父

秩父鉄道初の節分イベントとして、
特別臨時列車「節分豆まきトレイン」
を運行！
ご乗車の方には、
お土産・福豆・乗車記念証をプレゼントします。
途中駅では鬼退治をお楽しみいただき、
秩父駅では
鬼・鬼パレオくん・鬼パレナちゃんがお出迎え！
鬼と一緒に秩父神社「昇殿正式参拝」
と「鬼やらい」へご案内します。
邪気を払い、
今年一年の無病息災を祈願しましょう。
2月3日㊏
無料 ※乗車区間の乗車券は各自お求めください
集合・受付 イベント列車内にて受付（途中駅からご乗車の方もイベントにご参加いただけます）
運行日

参加費

※停車駅にご注意ください
イベント内容

時刻
11：16
11：35
11：47
11：59
12：03
12：17
12：26

・熊谷〜寄居間、寄居〜大野原間、各区間１駅ずつ駅ホームにて豆まきを行います
☆鬼がいる駅はシークレット！当日のお楽しみです！

・終点の秩父駅では、
鬼・鬼パレオくん・鬼パレナちゃん登場
希望者を秩父神社
「昇殿正式参拝」
と
「鬼やらい」
へご案内
（秩父駅 13:00集合）
・イベント列車内にて秩父鉄道グッズが当たる大福引大会を実施
・イベント列車内にてお土産の販売
・特別ヘッドマーク掲出、
お土産・福豆・乗車記念証プレゼント
※各種数に限りがあります。
なくなり次第終了です
※イベント内容は急きょ変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください

車内にお焚き上げの写真などを展示します。
掲出期間 2月3日㊏〜3月4日㊐
掲出車両 7500系1編成

【今年も開運招福をお届けいたします】
※イメージ

イチローズモルト、信州マルス・ウイスキーなどの
人気銘柄をはじめ、
ジャパニーズ、
スコッチ、
アメ
リカン、
アイリッシュ等、様々なウイスキーの試飲
が楽しめます。
開催日時 2月18日㊐11：00〜17：00
（入場16：00まで）

開催場所 秩父神社、
秩父地場産センター
入場料

前売り券3,500円

※前売り券の発売は終了しました
※当日券の発売はありません
※アルコールを提供するイベントのため、
20歳未満のご入場、
お車でのご来場はお断りしております
お問合せ 秩父ウイスキー祭実行委員会

0494-24-8833 Bar Te・Airigh（チェアリー）内
17：00〜24：30 水曜定休

【急行秩父ウイスキー祭号】
第5回秩父ウイスキー祭開催に合わせ、特別ヘッ
ドマークを掲出します。
掲出期間 2月15日㊍〜18日㊐

掲出車両 6000系1編成

時刻
9：31
9：51
10：13
10：27
10：42着
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秩 父 地 方で育まれた信 仰 行 事「 火 祭り祈 願 」を
再興した、
「 柴燈大護摩・火渡荒行」。天にも届く
勢いの業火は見所の一つ、その中へ護摩札を抱
えた修験者が気合とともに飛び込んでいきます。
開催日
会場
交通

3月4日㊐
長瀞町 宝登山山麓 火祭り会場
長瀞駅から徒歩15分

お問合せ 長瀞火祭り奉賛会

0494-66-3424

＜長瀞火祭り行事予定＞

10：00〜 秩父各地の郷土獅子舞奉納（長
瀞駅前）秩父屋台囃子・居合抜

刀術奉納（火祭り会場）

12：20〜 練行（長瀞駅前から火祭り会場へ）修

験者の吹き鳴らすほら貝の音
にのり、獅子舞一行、一般奉賛
者による1,000名の練行

13：00〜 柴燈大護摩・火渡荒行奉修
（火祭り会場）

【2月18日㊐時刻】

主な停車駅
羽 生
熊 谷
寄 居
長 瀞
秩 父

【長瀞火祭りについて】

☆2月18日㊐当日は秩父
ウイスキ ー 祭開始時
間に合わせ運行します。
ぜひご利用ください
※乗車券の他に急行料金
（大人200円）
が別途必要です

14：00〜 一般奉賛者の火渡り
※どなたでもご参加いただけます。
火渡りを行う際は裸足になります。
服装等には充分ご注意ください
14：30〜 郷土獅子舞奉納（長瀞駅前）
※当日会場でも御護摩の受付を行
います

お住まいが遠くて長瀞へ出かけられない、他に用
事が…というお客様に代わって御護摩を焚かせ
ていただき、開運招福をお届けいたします。
ぜひご
利用ください。

秩父三社の節分行事

2月3日㊏秩父三社では節分行事が行われます。
ぜひ秩父地域の特色のある行事に参加し、
今年一年の「福」
を呼び込んでみてはいかがでしょうか。

申込み方法

ご希望の願意、
住所、
氏名、
電話番号を明記のうえ、
御護摩料を添えて下記
「火祭り護摩係」
までお申込
み下さい。
御護摩料は、
現金書留をご利用ください。
[御護摩の願意]（ご希望の願意をひとつお申込みください）
家内安全・商業繁昌・商売繁昌・事業繁栄・交通
安全・身上安全・災難消除・厄除・身体健全・当
病平癒・方位除・開運・良縁祈願・安産成就・入
学祈願・進学成就・心願成就・必勝
御護摩料 御護摩3,000円
御護摩（交通安全・車内用）3,000円
大護摩5,000円
特別大護摩10,000円

秩父神社

締め切り

2月22日㊍必着

・御護摩のお届けは3月9日㊎頃を予定しております
・日頃のご愛顧に感謝して、送料は秩父鉄道が
負担いたします
お問合せ

秩父鉄道企画部
048-523-3313（平日9：00〜17：00）

裃姿の年男と年女が豆まきを行います。
また、
神社
本殿の前では
「蟇目
（ひきめ）
神事」
と呼ばれる神事
が行われます。
この神事は、
神職が東西南北・中央
に向けて矢を射ることで、
“邪気をはらい、
福を呼
ぶ”といわれています。
交通
長瀞駅から徒歩15分
お問合せ 寳登山神社
0494-66-0084

鬼やらい
赤鬼と青鬼が境内に登場し、平成殿より年男と
年女による鬼やらい豆まきが行われます。
また、
神
楽殿では福神舞が舞われ、
福引も開催されます。
交通
秩父駅から徒歩5分
お問合せ 秩父神社
0494-22-0262

申込み先

〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
秩父鉄道株式会社企画部
「長瀞火祭り護摩係」
宛

寳登山神社

節分追儺（ついな）祭

秩父三社オリジナル木札ストラップをもらおう

三峯神社

ごもっともさま
裃姿の年男による豆まき神事が行われ、
社
殿前に並んだ参加者が大きな声で
「ごもっ
ともさま」
と叫びつつ、
巨大なごもっとも様を
前上方に突き出す珍しい神事です。
交通
三峰口駅から 西武観光バス
「急行・三峯神社」
行利用50分
お問合せ 三峯神社
0494-55-0241

秩父三社
（寳登山神社・秩父神社・三峯神社）
で参拝し
御朱印の際に秩父鉄道線内のきっぷを提示すると各神
社デザインのオリジナル木札ストラップがもらえます。
開催期間 開催中〜2月28日㊌

※三峯神社は2月1日㊍を除く ※おひとり様につき1個までとなります
※なくなり次第終了
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主催：秩父鉄道㈱

1

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

〜

知る人ぞ知る！
！
！
恋する100のピンク！

一般向・約8㎞／約2時間20分【945kcal】

協力：長瀞町・
（一社）長瀞町観光協会

☆長瀞駅前で、森永製菓による甘酒の試飲を行います。
（2月3日㊏11:00〜なくなり次第終了）
※コース中に案内人は配備いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです
※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

秩父路食べ歩きハイキング
11㊐㊗ 山里の膳
早春の秩父長尾根散策

2/

※定員に達したため
受付を終了しました

要予約100名

一般向・約4㎞／約1時間30分【360kcal】
〜赤谷温泉 小鹿荘〜

2ポイント/交換可 ¥ 3,500円（含食事代）
※飲み物等は各自ご負担となります
秩父駅→秩父公園橋→札所23番 音楽寺→圓福寺→【専用バス】→
☆入浴できますので、
タオルを
赤谷温泉 小鹿荘（食事）→【専用バス】→秩父駅
ご持参ください

秩父駅 10：30 雨天決行・荒天中止 団体歩行

3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

当日受付 秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同ハイキング

宝登山梅百花園と長瀞火祭りを訪ねる

3月2日㊎〜4日㊐ 長瀞駅 9：00〜11：00
要予約

秩父路食べ歩きハイキング

弥生御膳〜やまぶき荘〜

3月11日㊐ 大野原駅 10：30

第1４回秩父いってんべぇウオーキング2Ｄａｙｓ

「 歩くだけじゃ
もったいない！」
を
キャッチフレーズ
に、
コースごとに
ウオーキングプ
ラスワンとして、
無料で多彩なアクティビティをご用意。
魅力
いっぱいな、
春の秩父路をレッツウオーク＆
レッツトライ！！

当日受付 特別企画ハイキング

秩父ミューズパーク梅まつりハイキング
3月11日㊐ 影森駅 9：00〜10：30

当日受付 札所ハイキング

2018秩父札所めぐりハイキング（第１回）

3月18日㊐、21日㊌㊗ 和銅黒谷駅 9：00〜10：30

4月７日㊏コース
①アニメの舞台地・横瀬仮装コスプレウオークコース
（5㎞）
②新旧の橋くらべ・清流と秩父街なかコース
（10㎞）
③歌舞伎のまち・小鹿野伝統芸能コース（18㎞）※限定300名
④俳句の里・皆野吟行コース
（28km）
事前申込み期間 1月9日㊋〜3月16日㊎
申込方法 集合場所、
受付時間、歩行コース等

参加費

については、事務局へお問合せください。
秩父いってんべぇウオーキング2Ｄａｙｓ
実行委員会事務局（秩父市観光課内）
0494-25-5209

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

3月25日㊐ 波久礼駅 9：00〜10：10

4月8日㊐コース
①桜の丘・ポテくまくんファミリーコース
（5㎞）
②新旧の橋くらべ・清流と秩父街なかコース
（10㎞）
③荒川しだれ桜・浦山ダム内部見学コース
（18㎞）
④地質学発祥の地・長瀞ジオウオークコース
（22km）

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

※未就学児、秩父地域在住・在学の高校生以下無料
※小学生以下は保護者または引率者の同伴が必要です

…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

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

2018年運転
ＳＬ運転日 3月1日㊍より前売発売＆事前予約開始！ 【ＳＬ運転時刻】
平日
※
赤 …土・休日時刻 緑 …平日時刻 青 …特別運転
くだり
のぼり
（ゆき） （かえり）
※特別運転のため、運転区間・時刻やチケット販売方法など通常と異なります
10：12
16：20
※運転状況により運転区間、時刻が変更になる場合があります
10：34
16：00
3月 31日㊏
10：59
15：41
※
※
4月 1日㊐、6日㊎、7日㊏、8日㊐、14日㊏、15日㊐、
11：32
15：10
21日㊏、22日㊐、28日㊏、29日㊐、30日㊊㊡
11：45
14：50
12：11
14：32
12：15
14：27
【ＳＬのご乗車方法】
12：45
14：00

ＳＬ
停車駅
熊 谷
武 川
寄 居
長 瀞
皆 野
秩 父
御花畑
三峰口

休日
くだり
のぼり
（ゆき） （かえり）
10：10
16：18
10：33
15：58
11：00
15：39
11：37
15：13
11：50
14：55
12：15
14：36
12：19
14：31
12：50
14：03

ご乗車になる区間の普通乗車券の他に、
ＳＬ整理券（大人小児同額 510円）
またはＳＬ座席指定券（大人小児同額 720円）
が必要です
※ＳＬ座席指定券、
ＳＬ整理券は運転日の1ヶ月前から指定箇所で発売しております。
なお、発売枚数に限りがあります
※詳しくは秩父鉄道ホームページをご覧頂くか、秩父鉄道SL係へお問い合わせください

048-523-3317

9:00〜17:00

※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

事前申込:大人1,500円 高校生以下800円
・4月7日㊏・8日㊐の2日間参加可能
・事前申し込みに限り、大会記念品等をプレゼント
当日申込:大人1,000円 高校生以下500円
・1日単位での参加費

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

50ポイント集めると豪華賞品と引き換えができます！
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当日受付 峠道ハイキング

カタクリの道から鐘撞堂山へ

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

要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント

【ＳＬに関するお問合せ】秩父鉄道ＳＬ係

※イメージ

時代問わず︑梅と恋の和歌は多数存在する︒
古今和歌集の紀友則は
﹁君ならで 誰かに見せむ 梅の花
色をも香をも 知る人ぞ知る﹂と詠った︒

100

︵この梅の花をあなた以外の誰に見せましょうか︒色も香りも
素晴らしさがわかるのはあなただけなのです︒︶

あなたたちだけの梅の花を見つけてみよう︒

1ポイント ¥ 無料
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→
宝登山山頂
（臘梅園）
→あずまや→表参道→長瀞駅
ちょっぴり
☆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。
（期間中の土休日12：00〜14：00頃）
プレゼント

かの歌人も梅の花・色・香りに好きな人を想い︑
好きな人を慕っていたのだろう︒
品種以上の梅の中で︑大好きな人と一緒に

早春の風に揺られる梅が
宝登山山頂を様々なピンク色に染める。

長瀞町観光案内所（長瀞駅前）9：30〜11：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行

当日受付

交換可

2018.2 February

交通

048-523-3313（平日9：00〜17:00 ）

長瀞宝登山臘梅ハイキング

12㊊㊡

2月下旬〜3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
見頃

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・東武鉄道合同ハイキング

2/ ㊍

長瀞宝登山梅百花園

いよ
いよ運行開始！
3月31日㊏
ファーストラン
イベント開催

ぽかぽか・こたつ舟
営業期間 〜2月28日㊌

10:00〜15:00頃まで
随時運航、
所要時間約20分
¥ おとな900円、
こども500円
（本部）
お問合せ 長瀞ラインくだり
0494-66-0950

います
えて
を迎
見頃

長瀞宝登山臘梅園

☆プレゼント
①ご乗船のお客様に
「使い捨てカイロ」
②土日祝日にご乗船のお客さま先
着50名様に温かい
「なめこ汁」
※①、
② 無くなり次第終了となります
※強風等により営業を見合わせる場合
があります

※1月16日現在

詳しくは
裏表紙
ロウバイ観賞記念乗車券
発売！
！

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。

※イメージ
1日限定30食
1月9日㊋〜2月28日㊌ ¥1,740（税込）

有隣倶楽部
0494-66-0070（9:00〜17:00）
11:00〜15:00 休 火曜
長瀞駅から徒歩10分

見頃

開花中〜2月下旬

交通

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

☆ハイキングもおすすめです。詳しくはP13ハイキングスケジュールをご覧ください
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅

0494-66-0258

長瀞ロウバイまつり 主催：(一社）長瀞町観光協会
◆長瀞町観光案内所にて、

長瀞町観光協会による湯茶のおもてなし
1月27日㊏〜2月12日㊊㊡ 期間中の土休日・12：00〜14：00

◆宝登山山頂
（ロープウェイ山頂駅前）

臨時観光案内所設置
1月27日㊏〜2月12日㊊㊡ 期間中の土休日・10：00〜14：30

◆期間中実施のハイキングマップ提示で対象施設にて特典

1月26日㊎〜1月28日㊐、2月1日㊍〜2月12日㊊㊡

※対象施設詳細は、
ハイキング受付時お渡しのハイキングマップをご覧ください
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応募締切

PRESENT

2/1〜2/28

2017年の埼玉県おもてなし大賞で

アンケートに答えてプレゼントをGETしよう！

A

B

ちちぶ温泉 はなのや

ペア宿泊券

2名様

C

旭製菓 花園店

かりんとう詰め合わせ

2名様

すのうぼうる・8個入×3箱

沿線でかがやきつづける方に
インタビュー！
第4回

3名様

町田啓介さん（ゆの宿 和どう）

秩父鉄道

検索

定期購読のご案内

または

￥900

￥1,500

￥800

4/11〜終了まで

￥1,200

￥600

り︑朝食の席や座卓︑季節の飾りな

￥1,700

3/1〜４/10

どで館内を彩る自発的な取り組み

JAちちぶいちご部会 ☎０４９４・２３・３５５７

お問い合わせ（秩父観光農林業協会）

1/1〜2/末日

に発展した例もある︒

詳しくはこちら

スタッフ全員で
おもてなしを考える

開園、
閉園時間は各園で異なります

食べ放題の料金は、
入園から30分間の料金です
食べ放題
期間
小学生以上
小学生未満

積極的に取り組んだのは︑
スタッ

標準料金表（税込） お問い合わせの上お越しください

どについて会話に花が咲くことも
ある ︒
ですから 献立 作 成をする 時
は〝語れる〟ポイントがあるか常
に見極めるようにしています﹂︒

採れたての
もう！
味覚を楽し

0494-23-3611

接客に特効薬はない

秩父
いちご狩り

ゆの宿 和どう 埼玉県秩父市黒谷813

最 後に﹁ 今 後 ︑和どうはどう 変
わっていき ま すか？ ﹂との 問いに
﹁ こ れ ま でし て き た 丁 寧 な 接 客
と︑
スタッフの意 見を 元にした 改
善の 積 み 重 ね を し ていくのみで
す﹂
と答えた町田社長︒﹁サプライ
ズで豪華なプレゼントをするなど
テクニック的なことや︑大 規 模な
リニューアル投資などがお客様の
満 足 度を 上 げるのに 効 果がある
ことは分かっています︒
でも ︑
それ
は一時 的なもの︒流れ 続ける 情 報
化社会の波の中ですぐに新しい何
かに 更 新されてし ま う ︒こういう
時 代だからこそ︑地 道に丁 寧にお
もてなしの改善を重ねていく必要
があるんじゃないでしょうか﹂︒

１月１日〜
６月中旬頃

﹁語れる料理﹂
を前面に

秩父鉄道公式
チャンネル

時対応﹂
で改 善していくこと ︒その
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フの率直な意見をすくい取り︑﹁即

タッフでチームを構成し︑
おもてな

ために︑
セクションを 越えた有 志ス

しに役立つ観 光 情 報を 収 集・分 析

したり ︑気 楽に誰でも 業 務 改 善に

つながる提案書を出せる体制を整

YouTubeでは動画もご覧いただけます

048-525-2283（平日9：00〜17：00）
通信販売の 秩鉄商事
お問合せ 「ちちてつe-shop」
で検索！ http://www.chichitetsu.jp
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面白い意見もあるんですよ︒
それを

発売期間 発売中〜平成30年8月31日㊎
※各種売り切れ次第終了
ソシオ流通センター、熊谷、武川、寄居、
発売箇所 羽生、
長瀞、皆野、秩父、御花畑、三峰口の各駅窓口、
秩父鉄道公式通販サイト
「ちちてつe-shop」、
イベント会場 等
発売価格 ①1,430円 ②各640円

和どうのおもてなしの心は料理
にも現れる︒﹁旬と風土を大切にし
た〝語れる〟創作料理というコン
セ プトを 何 よ り 大 切 にし ていま
す︒秩 父の食 材を 大 切にすること
はもちろん︑どういう 意 味を 込め
てその献立を作ったかを伝えたい︒
今 月 ︵※は
︶ 秩 父と九 州の味を 両 方
味わえる 献立にしましたが︑
これ
は九 州 北 部 豪 雨 復 興 支 援のため
の一つの提 案です︒食べてもらうこ
とで︑復 興 支 援に協 力いただくと
共に︑五島 列 島や九州の名 産 物な

chichibu̲railway

※イメージ

❷
●

えた︒﹁ 幹 部には気づかないような

インスタグラム

※取材は 月に行われたものです

※イメージ

踏まえて時 間やお金がかかること

@paleo̲palena

❷ SL運行30周年記念乗車券〜秩父路を彩る〜（空編・山編）
●

以外で︑
その場で改善できることは

ツイッター

旬な情報を配信中！
お出かけ前にチェック
してみてください♪

していく︑
という姿勢を貫いてきま

秩父鉄道公式アカウント

❶ 夢とえがおをはこぶ SLものがたり記念乗車券
●

❶
●

個性あふれる温泉や宿にたくさん
お邪魔し、感動しっぱなしでした。
写真は小さなホテル セラヴィの一
室。内装がすべて違う各部屋のこ
だわりについついはしゃぐ取材陣。
非日常を味わえることが、旅の醍
醐味なのだとあらためて実感しま
した。
この冬は、秩父鉄道沿線で
ゆっくり温まってください。
次号もぜひお付き合いいただけれ
ばと思います。

した﹂︒
スタッフ側から﹁小さいお子

SL運行30周年を記念した
特別仕様の乗車券2種類の発売期間延長が決定！

編｜集｜後｜記｜

様や外国人旅行者に折り紙のおも

秩父鉄道 企画部
048-523-3313
平日9:00〜17:00

14ページで紹介したゆの宿 和どうの
「すのうぼ
うる・8個入 3箱セット」
を3名様にプレゼント！

てなしをしたい﹂
という意見が上が

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
また、重
複応募は無効とさせていただきます。
※皆様の個人情報は、個人が特定
できない範囲での統計データ作成•プレゼント当選時の発送の連絡のみ
に利用します。
ご本人の承諾なく上記目的以外に個人情報を利用又は第
三者に提供することはありません。
なお、賞品発送業務は㈱コアに委託を
しています。
また、賞品の発送は提供元からお送りすることもあります。

「PALETTE」を毎月ご希
望の方に定期購読をご案
内しています。詳しいお申
込み方法については裏表
紙をご覧ください。

居心地の良い
温泉宿を目指して

秩父の名湯七湯のうち︑最も古
い歴史を持つといわれる和銅鉱泉
の﹁ 薬 師の湯 ﹂︒
この湯を 目 当てに
やってくる 観 光 客も 多い﹁ゆの宿
和どう﹂
は︑
２０１７年の
﹁埼玉県
お も てな し 大 賞 ﹂で 奨 励 賞 を 受
賞︒
ネットエージェンシーの満足度
評 価では 部 屋や 食 事 ︑スタッフの
対 応 など 全ての 項 目で 高 評 価 を
得るなど︑今注目の湯宿だ︒﹁お客
様の満 足 度を 上げるために︑どん
なことをすればよいのか試行錯誤
してきました ︒そんな 中で少し ず
つ評 価をいただけるようになった
のはここ２ 年くらいのことでしょ
うか﹂
と町田社長︒

8ページで紹介した旭製菓 花園店の
「かりん
とう詰め合わせ」
を2名様にプレゼント！

秩父鉄道ホームページ内の
応募フォームからお申し込みください。

ストーリー

その「おもてなし」にかける思いを町田啓介社長に伺いました。

ゆの宿 和どう

秩父カエデ糖
入りクッキー

3ページで紹介したちちぶ温泉 はなのやの
「ペア宿泊券」
を2名様にプレゼント！

きらり

奨励賞を受賞した「ゆの宿 和どう」。
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