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ハイキングスケジュール
秩父鉄道ハイキングの会

主催：秩父鉄道㈱

〜

2㊏

2/

24 ㊐

埼玉県知事登録旅行業2-219号

2019.2 February

048-523-3313（平日9：00～17:00）

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

協力：長瀞町・
（一社）長瀞町観光協会

一般向・約8km／約2時間20分【945kcal】

長瀞宝登山臘梅ハイキング
雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印あり） 1ポイント

¥

2ポイント/交換可

長瀞駅 10：00
要予約80名

¥

3,500円（含食事代・宝登山ロープウェイ片道運賃）
※飲み物等は各自ご負担となります

秩父駅 10：30
花かご膳
～ホテル美やま～

長瀞駅→宝登山麓駅…
［ 宝登山ロープウェイ ］
…宝登山頂駅→宝登山山頂
（臘梅園）
→表参道→
不動寺→民宿 長瀞荘→上長瀞駅 ※臘梅園からは歩いて下山します。ロープウェイは利用しません

秩父鉄道フリーハイキング

お好きな日に歩くことができるハイキングです。
今年は「秩父名山」
と
「秩父札所」を設定します。

期間

3月17日㊐～11月30日㊏

見頃

2月下旬～3月中旬
交通

長瀞駅から徒歩20
分／宝登山ロープ
ウェイ利 用 5 分 ／
山頂駅すぐ

※開花状況は天候により変わります。開花状況を確認してからお出かけください

1月中旬～2月下旬
長瀞駅から徒歩20分
／宝登山ロープウェ
イ利用５分／山頂駅
から徒歩２分

交通

〈秩父名山〉全5コース
〈秩父札所〉全8コース

急行ロウバイ号

長瀞宝登山臘梅園
見頃

コース

ロウバイと梅の見頃に合わせて、
増発運転します。
増発期間 ～3月17日㊐まで毎日

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

当日受付 …当日、集合駅で受付します

要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント

団体歩行 …受付後、全員揃って出発します

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

…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。
お電話等でご予約ください

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

自由歩行（矢印あり）…受付後、随時出発。受付時配布のマップやコース上の案内矢印をもとに自由に歩行してください
自由歩行（矢印なし）…受付後、随時出発。受付時配布のマップをもとに自由に歩行してください
ポイント …参加するともらえるポイント数です

※2月24日までの土休日は、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～宝登山ロー
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※詳細は宝登
山ロープウェイHPをご覧ください

発売期間 1月26日㊏～

3月3日㊐

※売り切れ次第終了

発売箇所 羽生・熊谷・寄居・野

上・長瀞・秩父・御花
畑の各駅窓口
発売価格 200円
（大人用のみ）
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4月13日㊏・14日㊐
事前申込み期間 3月20日㊌まで
申込方法

参加費

事前申込:大人1,500円 高校生以下800円

（4月13日㊏・14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
集合場所、受付時間、歩行コース等に
プレゼント
ついては、事務局へお問合せください。 当日申込:大人1,000円 高校生以下500円
秩父いってんべぇウオーキング2Days
（1日単位での参加費）
実行委員会事務局（秩父市観光課内） ※未就学児、秩父地域在住・在学の高校生以下無料
0494-25-5209
※小学生以下は保護者または引率者の同伴が必要です

梅

2月23日㊏～3月17日㊐

・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㊏～30日㊌、2月2日㊏～24日㊐
のハイキング参加者限定

※対象施設詳細は、ハイキング受付時お渡し

和舟に乗りながらこたつでぬくぬ
くできる長瀞冬の名物！冬は荒川
の水量が少なく、
ゆっくりと瀞場を
一周します。

こたつ舟

営業期間 ～2月28日㊍

航・所要時間約20分）

¥

おとな900円／こども500円

※おとな…中学生以上、
こども…3歳以上
※強風等により営業を見合わせる場合
があります
お問合せ 長瀞ラインくだり本部

0494-66-0950

第15回 秩父いってんべぇウオーキング2Days
開催日

ロウバイ 1月12日㊏～2月24日㊐

・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26日㊏～2月24日㊐の期間中
土休日12：00～14：00

10:00～15:00頃まで（随時運

長瀞駅から徒歩20分
お問合せ 臘梅・梅百花園の開花状況につ
いて 宝登山ロープウェイ山麓駅
0494-66-0258

※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

春爛漫の秩父を存分に楽し
める7つのコースをご用意し
ております！
「 歩くだけじゃ
もったいない！」をテーマに、
コースごとに多彩なアクティ
ビティにもご参加いただけま
す。魅力いっぱいな春の秩
父路へお越しください！

期間
内容

・宝登山山頂（ロープウェイ山頂駅前） のハイキングマップをご覧ください
臨時観光案内所設置
1月26日㊏～3月17日㊐（3/3㊐除く）の
期間中 土休日10：00～14：30

ロウバイ型
記念急行券

交通

おとな
（往復）820円
こども
（往復）410円

主催：
（一社）長瀞町観光協会

※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

宝登山ロープウェイ
料金

長瀞ロウバイまつり・長瀞宝登山梅まつり

急 行 車 両 3 編 成に特 別ヘッド
マークを掲出して運転します。
掲出期間 1月26日㊏～
2月11日㊊㊗

宝登山ロープウェイ
増発運転

詳しくは、PALETTE3月号をご覧ください。

宝登山の臘梅が終わるころ、季節のバトンを

団体歩行

受け 渡
取る
すかのよ うに 梅が咲 き 始める 。宝 登

雨天決行・荒天中止

次回予告 3/10㊐

山南斜面に約170品種の梅が咲き 、鮮や

海鮮とゆばの膳 ～民宿 長瀞荘～

長瀞宝登山
梅百花園

かなピンクから淡いピンクなどそれぞれの色

一般向・約6㎞／約2時間【480kcal】

出すモザイクアート。

※定員に達したため
受付を終了しました

秩父路食べ歩きハイキング

が斜 面を 染める 景 色は 、まさに自 然が創 り

10㊐

2/

☆2/3㊐長瀞町観光案内所前でロウバイ苗をプレゼント
（12：00～14：00）
※なくなり次第終了
☆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）
※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

梅の品 種によ り 色 や 花の形が異 なるため、

当日受付

じっく りと 自 分 好みの梅の花 を 見つけてみ

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

宝登山を彩る
ピンクのモザイクアート

ハイキングマップ提示で
対象施設にて特典あり

よう。

長瀞町観光案内所（長瀞駅前）9：30～11：00

無料

長瀞の観光情報誌

『いいあんばい』
誕生

長瀞地域を紹介する観光情報誌として『いいあんばい』冬・春号を秩父
鉄道各駅にて配布中！長瀞散策の際に持ち歩きやすいB5サイズの冊子
で、秩父・長瀞を訪れたみなさまがいい天気で気分よく楽しんでほしいと
いう思いを込めました。今後、夏・秋号も発行し、四季折々の長瀞地域の魅
力を紹介していきます。
「いいあんばい」…埼玉県・秩父地方の方言で「いい天気・いい具合」を表す言葉。
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