
主催：秩父鉄道㈱　埼玉県知事登録旅行業2-219号　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。
秩父鉄道ハイキングの会 　048-523-3313（平日9：00～17:00 ）
ハイキングスケジュール2018.3

March

大野原駅 10：30
大野原駅→廣見寺→秩父聖地公園→札所3番（常泉寺）→
恒持神社（山田の春祭り）→やまぶき荘（食事）→【専用バス】→秩父駅

秩父路食べ歩きハイキング 

弥生御膳 山田の春祭り散歩  ～割烹民宿旅館 やまぶき荘～

※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
※気候・場所によっては凍結箇所がありますので、滑りにくい靴でご参加ください
※長瀞火祭りは3月4日㊐のみ開催です

3/11㊐

要予約100名

3,500円（含食事代）¥

一般向・約4㎞／約1時間【350kcal】

※飲み物等は各自ご負担となります

当日受付

1ポイント自由歩行雨天決行・荒天中止長瀞駅 9：00～11：00 無料¥
長瀞駅→寳登山神社→表参道→あずまや→寳登山神社奥宮→宝登山山頂梅百花園→あずまや→
表参道→不動寺（3月4日㊐長瀞火祭り見学）→長瀞駅

秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同ハイキング 一般向・約8㎞／約3時間30分（施設での見学時間含む）【945kcal】

宝登山梅百花園と長瀞火祭りを訪ねる3/2㊎
〜
4㊐

雨天決行・荒天中止 2ポイント/交換可団体歩行

自由歩行雨天決行・荒天中止 1ポイント/交換可

3/11㊐

当日受付

影森駅 9：00～10：30 無料¥
影森駅→巴川橋→秩父錦 酒づくりの森→札所24番（法泉寺）→武甲見広場→展望台→
ミューズパーク梅園（梅まつり会場）→秩父公園橋→秩父駅

特別企画ハイキング　協力：秩父ミューズパーク管理事務所 一般向・約9㎞／約3時間【840kcal】

秩父ミューズパーク梅まつりハイキング

※気候・場所によっては凍結箇所がありますので、滑りにくい靴でご参加ください
☆ミューズパーク展望台でジオガイドによる解説があります

自由歩行雨天決行・荒天中止 1ポイント/交換可

3/18㊐
3/21㊌㊗
当日受付

和銅黒谷駅 9：00～10：30 無料¥
和銅黒谷駅→札所1番（四萬部寺）→札所2番（真福寺）→札所2番納経所（光明寺）→札所4番（金昌寺）→
札所3番（常泉寺）→札所18番（神門寺）→大野原駅

秩父札所ハイキング やや健脚向・約13㎞／約4時間【1,035kcal】

2018秩父札所めぐりハイキング（第1回）

※納経所は大変混雑しますので、納経希望の方は早めの出発をお願いします
※各寺納経所は、12：00～12：30の間は休憩となります

・

自由歩行雨天決行・荒天中止 1ポイント/交換可

3/25㊐

当日受付

波久礼駅 9：00～10：10 無料¥
波久礼駅→かんぽの宿寄居→筑坂峠→カタクリの道→あんずの里→北尾根→鐘撞堂山→
大正池→寄居駅

秩父路峠道ハイキング やや健脚向・約9㎞／約4時間【1,170kcal】

カタクリの道から鐘撞堂山へ

※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箇所がありますので、滑りにくい靴でご参加ください

スタート駅で賞品引換可能です交換可

ハイキング毎に をさしあげますポイント
要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント

ハイキングに参加して賞品をもらおう!

50ポイント集めると豪華賞品と引き換えができます！

※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

…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要予約

…参加するともらえるポイント数ですポイント

…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当日受付
…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団体歩行
…受付終了後、随時出発してください。コース上に案内矢印を設置してあります。
　矢印以外には、進まないでください

自由歩行

※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

…集合駅・受付時間 …参加費¥…コース／行程

あたたかな春の訪れとともに、秩父
札所めぐりハイキングを3月から8回
シリーズで実施いたします。

開催期間：3月21日㊌㊗～11月30日㊎開催日：4月7日㊏・8日㊐

申込方法、集合場所、受付時間、歩行コース等
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

秩父または御花畑～三峰口間のＳＬ自由席車両に片道
ご乗車できるお得なチケットです

発売期間 12月9日㊐までのＳＬ運転日
発売金額

発売窓口 秩父・御花畑・三峰口駅
※当日、ご希望の乗車駅窓口でお買い求めください。事前予約の必要はございません

秩父鉄道の鉄道むすめ「桜沢みなの」は、3月24日㊏に4回目の誕生日をむかえます。
イベントに参加して一緒に誕生日をお祝いしましょう♪

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 缶バッチ 200円（税込）／メモ帳 250円（税込）／
さくらプリン 330円（税込）

発売価格 780円 仕様 ・大人片道 桜沢→540円区間 1枚
・大人片道 皆野→240円区間 1枚

鉄道むすめ「桜沢みなの」のイラストを使用した
新グッズ、お菓子が登場！

開催期間 開催中～5月31日㊍まで

発売期間・発売箇所

① 3月24日㊏

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣にゲストキャラクターを加えた
『32キャラクター』の特製スタンプを各事業者にて設置中。
全国を巡っていろいろな鉄道むすめに会いに行こう！

※秩父鉄道では長瀞駅に「桜沢みなの」スタンプを設置（8：00～18：00）

運行日 3月24日㊏ くだり熊谷-秩父間運行区間
イベント内容 ※各種数に限りがあります。なくなり次第終了です

※なくなり次第終了です

※さくらプリンは①、e-shopのみ

・「桜沢みなの」記念乗車券、新グッズの先行販売
・「桜沢みなの」グッズがあたる抽選会
・「桜沢みなの」コスプレイヤー登場
・「桜沢みなの」等身大パネル車内展示、主要駅設置等身大パネルにバースデー装飾

とびだす バースデーカード型の記念乗車券です！

・皆野高校生徒による「ジビエバーガー」販売
・お土産、特別乗車記念証プレゼント
・特別ヘッドマークの掲出、車内装飾

秩父いってんべぇウオーキング2Ｄａｙｓ
2018年

秩父札所めぐりハイキング 秩父鉄道フリーハイキング

「つなげて！全国“鉄道むすめ”巡り」 鉄道むすめ「桜沢みなの」グッズ

「桜沢みなの」4thバースデー記念乗車券

第1４回

2018年運転

（くだり） （のぼり）
■秩父‒三峰口または三峰口‒秩父
  大人790円　小児610円

（くだり） （のぼり）
■御花畑‒三峰口または三峰口‒御花畑
  大人770円　小児590円

運行

de

【ＳＬに関するお問合せ】 秩父鉄道ＳＬ係　 048-523-3317　　9:00～17:00

【ＳＬのご乗車方法】
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

ＳＬ運転日  3月・４月

くだり
（ゆき）
10：12
10：34
10：59
11：32
11：45
12：11
12：15
12：45

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

のぼり
（かえり）
16：20
16：00
15：41
15：10
14：50
14：32
14：27
14：00

平 日
【ＳＬ運転時刻】

くだり
（ゆき）
10：10
10：33
11：00
11：37
11：50
12：15
12：19
12：50

のぼり
（かえり）
16：18
15：58
15：39
15：13
14：55
14：36
14：31
14：03

休 日

赤 …土・休日時刻 緑 …平日時刻 青 …特別運転
※4月14日㊏、15日㊐は特別運転のため、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
※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
3月　31日㊏
4月　1日㊐、6日㊎、7日㊏、8日㊐、14日㊏、 15日㊐、
　　  21日㊏、22日㊐、28日㊏、29日㊐㊗、30日㊊㊡

※

※ ※

開催中！ 新発売！

ＳＬわくわくチケット

熊谷・桜沢・寄居・長瀞・皆野・秩父・
御花畑の各駅窓口、ちちてつe-shop

※なくなり次第終了です

② 3月25日㊐～　バースデーイベント先行発売！

① 3月24日㊏
② 3月31日㊏～

バースデーイベント先行発売！
ミューズパーク内食堂ピエリアの
コーヒー引換券プレゼント

〈３月のポイントデー〉
３月28日㊌、29日㊍
対象  宝登山コース
受付  野上駅 
　　   8：30～10：00

主な停車駅
熊　谷
武　川
桜　沢
寄　居
野　上
長　瀞
皆　野
秩　父

10：45着
11：06着
11：22着・発
11：53着
12：03着　  12：10発
12：24着　  12：40発
12：57着

10：18発
10：48発
11：17発

11：58発

【でんしゃdeマルシェ停車駅】
時刻

※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

発売期間・発売箇所

13 12

・熊谷駅ホーム専用ブース（9:00～10:00)
・バースデーイベント列車内

今年は、「鐘撞堂山」「宝登山」「破風山」「美の山」
「羊山」の全5コースを設定！各スタート駅から出発
して、開催期間中の好きな日に歩くことができます。

SL特集は
P02～

ハイキングポイント
が1ポイントもらえる！

※入浴ができます。ご希望の方は
　タオルをご持参ください

©2005TOMYTEC　イラスト：宙花こより
鉄道むすめ「桜沢みなの」

詳しくは３月中旬に設置予定のパンフレットまたはホームページをご覧ください。

でんしゃでんしゃ
特別列車

みみなな桜桜 のの沢沢
4th

マルシェマルシェ

山田春祭り

長瀞火祭り

ミューズパーク梅園

札所4番（金昌寺）

鐘撞堂山頂からの眺望

札所25番（久昌寺） 羊山

バースデーパーティー

3月は鉄道むすめ「桜沢みなの」バースデー

限定
500セット


