
協賛

場所 秩父鉄道 広瀬川原車両基地
交通 ひろせ野鳥の森駅から徒歩15分

（または、イベント会場への臨時直通列車をご利用ください）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

運行日 5月25日㊏・26日㊐・
6月1日㊏・2日㊐・8日㊏・9日㊐（6日間）

500円（往復）※別途入園料

皆野駅前発8：45～16：00（約30分間隔）時　間

料　金

開花時期 5月中旬～6月上旬

交通 皆野駅からバス利用
開園時間 9：00～17：00（最終入場16：30）※雨天時は閉鎖

入園料 大人（中学生以上）300円　小人（小学生）無料
お問合せ 皆野町役場産業観光課

　 0494-62-1462

【ご来場のお客さまへご注意とお願い】
※イベント会場には駐車場はありません。お車でのご来場は固くお断りします。
※当日の状況により、展示車両やイベント内容が急きょ変更になる場合があります。予めご了承ください。
※混雑緩和のため、整理券を配布するイベントがございます。

お問合せ 皆野町役場産業観光課
　 0494-62-1462

※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【ＳＬ運転時刻】
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【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 4月・5月】　

4月29日㊊㊗ＳＬなつかしの昭和の日号
4月30日㊋㊡ＳＬありがとう平成号
・日章旗・赤色ナンバープレート掲出
・当日SLご乗車の方、先着300名様に「秩父鉄道新ロゴ
  マーク入りクッキー」プレゼント
▶御花畑駅前の臨時売店にて、4/30㊋㊡の特別乗車記念証提示
　で引換（12：00～15：00）

4月27日㊏・28日㊐ＳＬ芝桜号

▶御花畑駅前の臨時売店にて、4/27㊏、4/28㊐の特別乗車記念証
　提示で引換（12：00～15：00）

・当日SLご乗車の方、先着300名様に「桜沢みなのマド
  レーヌ」プレゼント

5月1日㊌㊗ＳＬおめでとう令和号

▶御花畑駅前の臨時売店にて、5/1㊌㊗の特別乗車記念証提示
　で引換（12：00～15：00）

・日章旗・創立120周年記念新青色ナンバープレート掲出
・当日SLご乗車の方、先着300名様に「秩父鉄道新ロゴ
 マーク入りクッキー」プレゼント

ＳＬこどもの日号5月5日㊐㊗
・車内、熊谷・秩父駅にこいのぼり装飾
・5/3～5に熊谷駅からSLご乗車の小学生以下のお子さま
  に「ミニこいのぼり」プレゼント

秩父鉄道のいろんな車両が大集合！
今年は、SLやラッピングトレインの展示、
電気機関車の新カラーのお披露目や体験イベントが
盛りだくさん！

開催日時 5月12日㊐10：00～16：00
会場 熊谷流通センター内問屋町祭り会場
交通 ソシオ流通センター駅から徒歩8分

お問合せ 熊谷流通センター事務局
　048-528-21507500系1編成に問屋町祭りヘッドマーク掲出（4/20～5/12）

熊谷流通センター内で、クラシックカー
や消防車などの展示、販売・即売会、飲
食を楽しめるイベントです。沿線キャラ
クターも多数出場するほか、ステージイ
ベントで盛り上げます。会場内を巡るス
タンプラリーも開催。

主な
イベント
内容

秩父路物産展：秩父のお酒、秩父のグルメ、秩父のお土産
ちょっぴりプレゼント！

「パレオくん・パレナちゃんイラスト入りコースター」と
「参加記念証」をプレゼント！
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※花の見頃は天候により異なります。ご確認のうえお出かけください

標高約500メートルの
高原3.0ヘクタールに、約1,000万本を超える
真っ赤なポピーが咲き誇ります。
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天空のポピーへのおでかけは、電車とバスがおすすめ！

※ポピー会場発/最終バス発車時刻17：00

天空のポピー2019
5月20日㊊～6月9日㊐

開催期間 4月13日㊏～6月9日㊐
※参加方法、注意事項等詳細は秩父鉄道HPをご覧
　ください

「芝桜の丘」や「天空のポピー」など秩父鉄
道沿線で撮影したお気に入り写真を投稿し
て参加しよう！

キャンペーン2019 spring

ち ち て つ

鉄道フェスタ
わくわく

2019

9：45～15：00
5/18
雨天決行
入場無料

㊏

※イメージ

※当日の車両運用により、展示車両が急きょ変更になる場合があります。

● 電気機関車運転台乗車体験  整理券制
● 電車運転台記念撮影会　整理券制
● ＳＬ動輪磨き体験

● イベント限定グッズ、記念乗車券
● 掲出済みＳＬナンバープレート  事前応募制  、
　ヘッドマーク等
● 駅弁まつり

● 鉄道ものまね芸人 立川真司ライブ
● 鉄旅タレント 木村裕子トークショー
● 鉄道アイドル 鈴木まりえライブ
● 熊谷市内団体による演奏・演舞
● 創立120周年記念講演会  整理券制
● 「新幹線変形ロボ シンカリオン」撮影会  整理券制
● 沿線キャラクター、埼玉県ご当地ヒーローズ
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● ＳＬパレオエクスプレス　運転台見学ができます
● 東武鉄道8000系車両
● 電車（ラグビーワールドカップ2019TMラッピングトレイン　　　・6000系車両）
● 電気機関車  新カラーお披露目
● 保線・電気設備展示
● はたらく車（警察車両・消防車両・秩父鉄道観光バス）

問屋町祭り2019 主催：問屋町祭り2019実行委員会

▶「問屋町スタンプラリー」に参加すると⇒

▶さらに参加記念証を「わくわく鉄道フェスタ」に持参すると⇒
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ＳＬヘッドマーク・イベント情報

車両展示

体験イベント

ステージイベント・キャラクター登場

物販・グルメ

おめでとう令和記念乗車券
5月1日㊌㊗～31日㊎

500円

発売期間
発売場所

発売価格

羽生、熊谷、秩父、御花畑の各駅窓口、
ちちてつe-shop ※各駅割り当てなくなり次第終了

ありがとう平成記念入場券
発売期間 4月20日㊏～30日㊋㊡

600円（4枚セット）

発売箇所

発売価格

羽生、熊谷、ふかや花園、寄居、秩父、
御花畑の各駅窓口、ちちてつe-shop
※各駅割り当てなくなり次第終了

土
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日
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※いずれも片道の設定はございません。 ※当日受付（予約不要）
※道路状況等によりお待ちいただく場合もあります。

運行日 5月27日㊊～31日㊎（平日5日間）

料　金 1,000円（往復）※別途入園料

時　間 皆野駅前発9：00～13：00
（バスが定員になり次第随時運行）
※ポピー会場発/最終バス発車時刻15：00

お問合せ 秩父鉄道企画部
　048-523-3313（平日9：00～16：00）

＜旅行企画・実施＞秩父鉄道株式会社　埼玉県知事登録旅行業　2-219号

シャトルバス 天空のポピー散策ツアー

皆野駅前バス停から天空のポピー行きバスが運行します。

※各種なくなり次第終了

★5/26ハイキング開催！詳細は、13ページへ

先着
3,000名
プレゼント

専
用サ

イトを
チェック！！
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