
秩父鉄道沿線
event information

2018.4    April

企画展「縄文有用植物展」

開催日 4月14日㊏、15日㊐
会場 皆野町美の山公園

休館日 月曜（祝休日は開館）
交通 上長瀞駅から徒歩5分

交通 親鼻駅・皆野駅から徒歩90分または
皆野駅からタクシー利用

開催期間　
開催中～
6月17日㊐
会場

埼玉県立自然の博物館
2階企画展示室

観覧料
一般200円 
高校・大学生100円
中学生以下無料

美の山桜まつり
郷土芸能の上演、ミニコンサートのほか、特産品の
販売も行います。

お問合せ 皆野町商工会 　0494-62-1311

お問合せ 埼玉県立自然の博物館 　0494-66-0407

開催期間 4月14日㊏～5月5日㊏㊗

会場 寄居町金尾山
交通 波久礼駅から徒歩15分

金尾山つつじまつり

行田春まつり

満開時には、山全体が緋色に染まる金尾山。
まつり期間中案内所・売店を設置し、観光ガイド
も行います。4月29日㊐㊗には、山頂にある愛宕神
社の例祭があり、獅子舞奉納などが行われます。

植木市など多くの露店が立ち並ぶほか、行田大
茶会や各種催しが行われ、大勢の人々でにぎわ
います。

お問合せ 寄居町観光協会　 048-581-3012

開催日 4月20日㊎、21日㊏
会場 小鹿野町小鹿神社および、町内各所
交通 秩父駅から西武観光バス小鹿野線

利用「小鹿野役場」下車

小鹿野春まつり

小鹿（おしか）神社の例大祭。二基の山車、二
基の笠鉾が「金棒つき」と呼ばれる華やかな衣
装を纏った若き乙女達に先導され、若衆の威
勢のいい、かけ声とともに町内を曳き回します。

お問合せ 小鹿野町おもてなし課 　
　0494-79-1100

※まつり当日は、皆野駅近くの町営バス発着所から無料
   シャトルバスが運行予定

※4/29 SL列車（くだりのみ）を波久礼駅に臨時停車します

※金尾山つつじ園へ入園の際は、入園料が必要です

開催日時 4月15日㊐10：00～17：00

3月31日㊏

4月21日㊏

4月1日㊐

4月7日㊏

4月8日㊐

4月29日㊐㊗

5月3日㊍㊗、4日㊎㊗

5月5日㊏㊗

会場 行田市水城公園周辺
交通 行田市駅から徒歩15分
お問合せ 行田市観光協会　 

　048-556-1111（内線389）

発売期間 3月31日㊏～12月9日㊐
発売箇所

仕様 SL型カラー硬券入場券、
ポストカードサイズ台紙付き

発売価格 各170円
（ちちてつe-shopではセット販売）

ＳＬ停車駅8駅、ちちてつe-shop
※各駅割り当て無くなり次第終了

クリ植え
マメ播き

ウルシを掻いた!?

※すべて
　イメージです

予告

※すべてイメージです

5月19日㊏わくわく鉄道フェスタ2018
にぬりえを持参するとちょっぴり
プレゼント！

※作品は、後日ＳＬ車内に展示されます

※秩父鉄道HPからダウンロードできます
設置駅 秩父鉄道各駅

秩父鉄道沿線キャラクターわくわくスタンプラリー開催

※詳細については、スタンプラリーパンフレット
　または秩父鉄道HPをご覧ください

※会場内に駐車場はございません。列車をご利用ください
※当日は「広瀬川原車両基地」への臨時列車を運行いたします
※詳細はPALETTE5月号または秩父鉄道HPをご覧ください

開催期間 3月21日㊌㊗～5月19日㊏

参加方法 ①スタンプを3つ集めよう
②スタンプ設置駅で引換すると「コースター」プレゼント
③さらに5月19日㊏「わくわく鉄道フェスタ2018」
　当日会場内で引換すると「レジャーシート」プレゼント

スタンプ
設置駅

羽生（ムジナもん）、行田市（こぜにちゃん・フラべぇ）、熊谷（ニャオざね）、
武川（ふっかちゃん）、寄居（乙姫ちゃん）、長瀞（とろ君）、皆野（み～な）、
秩父（ポテくまくん）、御花畑（ブコーさん）

わくわく鉄道フェスタ2018開催
普段入ることができない
車両基地で、列車の展示
や体験、ステージイベント、
キャラクターの登場など
1日限りのイベントを開催
します！

開催日時 5月19日㊏10：00～15：00
開催場所 秩父鉄道・広瀬川原車両基地（熊谷市）
交通 ひろせ野鳥の森駅から徒歩15分

ＳＬパレオエクスプレスのぬりえを応募しよう

わくわ
イべント情報く

…土・休日運転

レジャーシート

コースター
スタンプシート

4月14日㊏、
　 15日㊐

4月16日㊊
【ＳＬに関するお問合せ】 秩父鉄道ＳＬ係　
　048-523-3317　　9:00～17:00

　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

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

【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HP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】

11 10

ＳＬ運行記念入場券発売！

発売期間 12月9日㊐までのＳＬ運転日

発売金額 大人4,000円　小児2,500円
運転区間 西武秩父→三峰口・三峰口→長瀞

お問合せ 西武鉄道お客さまセンター
　 04-2996-2888

お問合せ ジャンゴ（原口）
　 090-6506-8113

発
売
期
間
＆
箇
所

【前売発売】3月23日㊎～4月2日㊊
西武トラベル （WEBサイト）
【前売発売】4月3日㊋～4月12日㊍
西武トラベル 池袋営業所、高田馬場営業所
【当日発売】4月14日㊏、15日㊐
西武鉄道 西武秩父駅特急券うりば

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。

発売金額 （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

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

ＳＬ整理券を事前に秩父鉄道HPで
WEB予約された方にオリジナル缶
バッジをプレゼントいたします。(乗車
駅窓口でお申し出ください）

※デザインは時期に
　より異なります

ＳＬ金尾山つつじまつり号

ＳＬこどもの日号
ＳＬ芝桜号

ＳＬちちぶストロベリーエクスプレス
協力：埼玉県、秩父観光農林業協会

SLさくら号

・金尾山つつじまつり開催を記念し、波久礼駅に
  臨時停車（くだりのみ）

特別運転 西武秩父駅より
臨時SLパレオエクスプレス

SL MUSIC TRAIN
〈SL貸切ライブ・全席指定〉

・予約者限定イベント（くだり熊谷-三峰口間）
　SL客車一部ボックス席仮設テーブルでイタリアンランチ
　ジャズ演奏もお楽しみいただけます
＜予約方法：3/22㊍～WEB予約 ※定員に達し次第終了＞　

※売切れ次第終了。詳細はお問合わせください

 ＳＬパレオdeイタリアンランチ～SALVAGE～
食事提供

RESTAURANT＆BAR SALVAGE

ＳＬわくわくチケット

ＷＥＢ予約でオリジナル
缶バッジプレゼント！

春のＳＬヘッドマーク・イベント情報

ＳＬに乗ってプレゼントを
ゲットしよう！

ＳＬイースターエクスプレス 
マミーマート×森永製菓

ＳＬファーストラン

平日 9:00～19:00 土休日 9:00～17:00

・車内にこいのぼり装飾
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緑 …平日運転 青 …特別運転

…特別乗車記念証プレゼント

赤

…車内イベント …特別ヘッドマーク掲出
　（先頭につけるマーク）
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