
秩父駅 10：30
次回予告 4/14㊐

菜の花やふ
きのとう等
の春の味
覚をふん
だ ん に 使
用した全 6
品の小会席
です。春の息
吹が始まり、
桜吹雪が舞う
までをイメージしたお料
理です。ぜひご賞味ください。

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2019.3
March

秩父駅10：30
秩父駅→札所11番（常楽寺）→秩父聖地公園→札所3番（常泉寺）→
山田の春祭り（見学）→ホテル 美やま→【専用バス】→秩父駅

秩父路食べ歩きハイキング 

花かご膳 春の訪れを感じる秩父路を散歩 ～ホテル 美やま～3/10㊐

要予約100名
3,500円（含食事代）¥

一般向・約5㎞／約2時間【480kcal】

※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（矢印なし）雨天決行・荒天中止

1ポイント自由歩行（矢印なし）雨天決行・荒天中止

皆野駅 9：00～11：00 無料¥
皆野駅→大浜円福寺（大黒天）→熊野神社→大通院→長言寺→遊歩道→金崎神社→権田山→
不動寺（長瀞火祭り見学）→寳登山神社→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10㎞／約4時間（施設での見学時間含む）【960kcal】

秩父路に春を呼ぶ長瀞火祭りを訪ねる3/3㊐

雨天決行・荒天中止 2ポイント/交換可団体歩行

3/17㊐
〜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

フリーハイキング「秩父札所」（ポイントデー） やや健脚向・約13㎞／約4時間【1,035kcal】

秩父札所第1回コース

自由歩行（矢印あり）雨天決行・荒天中止 1ポイント/交換可

3/24㊐

当日受付

野上駅 9：00～10：30 無料¥
野上駅→出牛峠→西福寺→いろは橋→平沢→横隈山→（復路は往路の逆）→野上駅

秩父路峠道ハイキング やや健脚向・約12㎞／約5時間【1,650kcal】

出牛峠を越えて春の横隈山（よこがいやま）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

自由歩行（矢印あり）雨天決行・荒天中止 1ポイント/交換可

3/31㊐

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

時刻表 【Aコース（親鼻くだり）】【Bコース（高砂くだり）】
5分～20分間隔で運航いたします。

【全コース（岩畳満喫くだり）】
10時、11時、12時、13時、14時の1日5便が定期便として運航。
その他、乗り継ぎでの全コースもご利用いただけます。

※3月より料金改定　※おとな…中学生以上、こども…3歳以上

増発運転

※チケット窓口にて、お誕生日がわかる身分証明書のご提示を
　お願いいたします。

梅の見頃に合わせて増発運転します

春と豊作の象徴である「うさぎ」
とのふれあい時間です。かわい
い子うさぎに触れられます。

3月4日㊊・3月24日㊐、ヤクシマヤギさんと同じ誕生日の
方は入園無料になります！

開催日時 4月21日㊐13：00、14：00、15：00

※入浴ができます。ご希望の方はタオルをご持参ください

長瀞火祭り

札所4番（金昌寺）

鐘撞堂山頂からの眺望

横隈山頂からの眺望

自由歩行（矢印なし）雨天決行・荒天中止 1ポイント

3/23㊏

当日受付

野上駅 9：00～10：30 無料¥
A.萬福寺コース…野上駅→萬福寺→天狗山分岐→野上峠→宝登山→表参道→長瀞駅
B.神まわりコース…野上駅→総持寺→天狗山分岐→野上峠→宝登山→表参道→長瀞駅

フリーハイキング「秩父名山」（ポイントデー） やや健脚向・約9㎞／約3時間30分【1,470kcal】

宝登山（長瀞アルプス）コース

宝登山山頂からの眺望

※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

※4月より料金改定　※おとな…中学生以上、こども…3歳以上

～3月17日㊐
宝登山ロープウェイ増発運転宝登山ロープウェイ増発運転

2019.3

ながとろ日和
 March

長瀞ラインくだり

梅百花園

ユ

長瀞宝登山

キヤナギ
お問合せ

営業期間 3月10日㊐～12月4日㊌

定休日 無休
9:00～16:00頃（5～20分間隔で運航）

長瀞ラインくだり本部    0494-66-0950

※気象状況（大雨・雷・強風等）や荒川の増水・渇水などにより営業を
　見合わせる場合があります。あらかじめご了承ください

※繁忙期は、予約の受付を中止する場合があります

☆営業情報は、当社HPまたはツイッター＠nagatoro_lineをご確認ください
☆各コース、ご乗船日の30日前から前日正午までWEB予約受付中！
 （予約なしでも乗船可能）

交通 長瀞駅から徒歩1分

見頃
交通

お問合せ
※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

宝登山ロープウェイ山麓駅　    0494-66-0258

～3月中旬頃まで
長瀞駅から徒歩20分　宝登山ロープウェイ利用5分　山頂駅からすぐ

3月10日　運航スタート！！日

長瀞を訪れたからには乗らないわけにはいかない「長瀞
ラインくだり」。この時期は河川の水位が低くゆっくり進む
ので、生き物や奇岩をじっくり観察できるのが特徴。また、
ラフティングやカヌーがオフシーズンの為、荒川を下るの
は和舟のみ。長瀞渓谷を抜ける風の音、川を流れる音、
和舟の進む音、鳥がさえずる音など自然が生み出す音を
じっくりと堪能しよう。

A　B 各約3kｍ（各約20分） 全 約6kｍ（約40分） コース
料金（こども） 1,800円（900円） 3,300円（1,600円）

旬の膳「宝登の春」

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

休1日限定30食 ¥1,740（税込）
3月1日㊎～4月14日㊐  

ー ス タ ーイ

※なくなり次第終了

小動物公園内を廻り、隠された可愛いイースター
エッグを探すスタンプラリー型のゲームです。

見事コンプリートし、さらに売店で300円以
上お土産をお買い求めの方には、こんぺい
とう入りイースターエッグをプレゼント

参加対象
追加特典

入園券を購入したお客様
開催期間 3月23日㊏～5月6日㊊㊡

「うさぎのとろ太くんとエッグハント2019」うさぎのなでなでたいむ♪

ヤクシマヤギさんお誕生日おめでとう！

下記のいずれかを満たすとお菓子&「キョロ
ちゃんイースタースタンプ」をプレゼント！

協力：森永製菓㈱

※なくなり次第終了

条件1  SL乗車記念証またはSL整理券を
　　　 小動物公園入口でご提示の方
　　　 （4/7㊐限定）
条件2  エッグハントに参加して園内のキョロ
　　　 ちゃんスタンプを押した方
　　　 （4/8㊊～5/6㊊㊡）

SLイースターエクスプレス×
宝登山小動物公園

営業時間 9：40～16:30
料金 3月31日㊐までの入園料…おとな430円／こども220円

4月1日㊊からの入園料…おとな500円／こども250円
0494-66-0959

交通 長瀞駅から徒歩20分　宝登山ロープウェイ利用5分　山頂駅から徒歩7分

…事前予約が必要です。お電話等で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、集合駅で受付します当日受付
…受付後、全員揃って出発します団体歩行

…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
…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

自由歩行（矢印あり）

自由歩行（矢印なし）

※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

本年の「秩父札所ハイキング」は、フリーハイキン
グ形式で実施します。
♦スタート駅で受付時にお渡しするマップにそっ
て、自由に歩くハイキングです
♦自分のご都合に合わせて、期間中のお好きな日
に歩くことができます
♦各回数日間設定される「ポイントデ―」にご参
加いただくと、ハイキングポイントを1ポイントさし
あげます

開催期間：3月17日㊐～11月30日㊏
秩父鉄道フリーハイキング

2019年の秩父札所ハイキングについて
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。

「秩父名山」全5コース
♦鐘撞堂山
♦宝登山（長瀞アルプス）
♦破風山（皆野アルプス）
♦美の山
♦羊山（琴平丘陵）

「秩父札所」 全8コース
第１回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

▶詳しくは、3月中旬に駅設置のパンフレットまたはホームページをご覧ください。

和銅黒谷駅→1番→2番→2番納経所→4番→3番→18番→大野原駅
秩父駅→11番→10番→5番→5番納経所→7番→6番→8番→9番→御花畑駅
大野原駅→19番→20番→21番→22番→23番→16番→17番→秩父駅
浦山口駅→25番→24番→14番→13番→15番→秩父駅
影森駅→27番→26番奥の院→26番→12番→御花畑駅
白久駅→30番→29番→28番→浦山口駅
秩父駅→（バス）→31番→（バス）→32番→（バス）→33番→（バス）→秩父駅
皆野駅→34番→（バス）→皆野駅

いちご食べ放題と石焼き
バーベキュー

～秩父フルーツファーム～

見頃は3月下旬から4月中旬。
北限の群生地で荒川流域の岩陰に白い花が
枝を埋め尽くすように咲く。

宝登山小動物公園
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