2019.5
May

主催：秩父鉄道㈱

ハイキングスケジュール
秩父鉄道ハイキングの会

埼玉県知事登録旅行業2-219号

2019.5 May

ながとろ日
和

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。予めご了承ください。

秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同ハイキング

【1,170kcal】
一般向・約10㎞／約4時間
（施設での見学時間含む）

¥

当日受付

※金尾山つつじ園へ入園の際は、別途入園料が必要です。

寄居駅→天正寺→正龍寺→善導寺→末野神社→西行戻り橋→寄居橋→金尾山つつじ園（つつじ観賞）→
波久礼駅

㊎
10
・
破風山（皆野アルプス）
11㊏
皆野駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止

フリーハイキング
「秩父名山」
（ポイントデー）

5/

¥

当日受付

無料 ※別途路線バス代が必要です。

やや健脚向・約10㎞／約4時間【1,230kcal】
次回予告 6/7㊎・8㊏

自由歩行（矢印なし） 1ポイント/交換可

皆野駅→郷平橋→高橋沢登山口→破風山→皆野アルプス→風戸→秩父温泉前バス停→
【路線バス】
→皆野駅

※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。

12 ㊐ 若葉の膳 旬と風土を大切にした創作料理〜ゆの宿 和どう〜
秩父路食べ歩きハイキング

5/

和銅黒谷駅10：30
¥ 3,500円（含食事代）※飲み物等は各自ご負担となります。

団体歩行

2ポイント/交換可

※入浴ができます。
ご希望の方はタオルをご持参ください。

和銅黒谷駅→聖神社→和銅採掘露天掘跡→ゆの宿 和どう→和銅黒谷駅

㊌
15
〜
秩父札所第3回コース
無料
大野原駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし） 1ポイント/交換可
19㊐
大野原駅→札所19番（龍石寺）→札所20番（岩之上堂）→札所21番（観音寺）→札所22番（童子堂）→
フリーハイキング
「秩父札所」
（ポイントデー）

5/

次回予告 6/9㊐
武州日野駅 10：30

猪陶板焼きと岩魚御膳
〜谷津川館〜

一般向・約10㎞／約3時間【912kcal】
¥

当日受付

寄居駅 9：00〜10：30
鐘撞堂山
（大正池コース）

一般向・約4㎞／約1時間30分【360kcal】

雨天決行・荒天中止

要予約100名

札所23番（音楽寺）→札所16番（西光寺）→札所17番（定林寺）→秩父駅

秩父路峠道ハイキング

次回予告 6/12㊌〜16㊐

浦山口駅 9：00〜10：30
秩父札所
第4回コース

やや健脚向・約12㎞／約4時間30分【1,800kcal】

26㊐ 眺望素晴らしい大霧山から天空のポピーへ

5/

¥

当日受付

5/

和銅黒谷駅 8：30〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印あり） 1ポイント/交換可
1,200円（含バス代）
和銅黒谷駅→【専用バス】→定峰→旧定峰峠→桧平→大霧山→粥新田峠→天空のポピー→
三沢地区→【専用バス】→長瀞駅

※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。 ※天空のポピー入園の際は別途料金が必要です。
※バスはピストン運転になりますので受付順に順次ご案内いたします。
ご乗車までお待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。

特別企画ハイキング〜秩父鉄道・西武鉄道合同〜

一般向・約10㎞／約3時間【720kcal】

29㊌ 風薫る新緑の寺坂棚田と秩父のパワースポットを歩く！
乗り入れ30年記念駅長おすすめハイキング

西武鉄道 横瀬駅 8：30〜10：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印あり） 1ポイント

当日受付

西武鉄道横瀬駅→寺坂棚田→札所4番（金昌寺）→札所3番（常泉寺）→札所18番（神門寺）→
札所19番（龍石寺）→大野原駅

特別企画ハイキング

予告

¥

無料

・2日目約11㎞／約5時間【2,250kcal】
健脚向・1日目約11㎞／約6時間【2,700kcal】

日本百名山 雲取山に登る
㊎
31
〜
三峰口駅 9：20 雨天決行・荒天中止 団体歩行
6/1㊏

5/

2ポイント

¥

15,000円（宿泊・2食付、含バス代）

★ご参加には事前予約が必要です。
※定員になり次第、受付終了となります。
受付期間：4月22日㊊10：00〜／申込先（電話受付のみ）
：秩父鉄道ハイキングの会 048-523-3313（平日9：00〜17：00）

要予約80名

※登山経験者向コースです。登山経験のない方はご遠慮ください
（年齢制限：70歳未満）
※一日目に霧藻ヶ峰において、体調チェックを行いスタッフの判断により下山していただく場合がありますので、予めご了承ください。

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
要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント
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

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

13

気になる人とのお出かけは︑
どこにしようかな︒
ゆっくりお散歩できる
宝登山にしてみよう︒
宝登山ロープウェイ山頂駅から
歩くこと1分︒赤いつつじが︑
花のさんぽ道をつくる︒
赤いつつじの花言葉は﹁恋の喜び﹂︒
赤い花の中をゆっくり歩きながら︑
のんびりおしゃべり︒
気になる人とちょっと距離が縮まると︑
なんだか嬉しい︒
宝登山の真っ赤なつつじが︑
あなたの恋する気持ちを
後押ししてくれるかもしれない︒

㊊㊗
29
よりい寺社めぐりと緋色の金尾山ハイキング
〜
寄居駅 9：00〜11：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし） 1ポイント
5/3 ㊎㊗
無料

4/

…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

当日受付 …当日、集合駅で受付します

団体歩行 …受付後、全員揃って出発します

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

※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

宝登山つつじ園

開花時期 4月下旬〜5月下旬

※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。
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1分

旬の膳 かぐや姫

有隣倶楽部
0494-66-0070（9:00〜17:00）
11:00〜15:00
提供期間 4月15日㊊〜5月12日㊐
※筍の仕入状況により発売期間が変更 休 火曜

お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅

0494-66-0258

宝登山ロープウェイ

¥

（往復）
おとな820円
こども410円
交通
長瀞駅から徒歩20分
お問合せ
0494-66-0258
料金

ターイベント
イース

うさぎのとろ太くんと
エッグハント2019

開催期間 5月6日㊊㊡まで
☆スタンプ5つ集めて、売店で300円以
上の購入で
「こんぺいとう入りイース
ターエッグ」
をプレゼント

夏はもうすぐそこに！！
季節を先取り♪カブ&クワ販売

詳細は、
秩父鉄道HPまたは秩父鉄道各駅掲出のポスターをご覧ください。

SLパレオエクスプレス×宝登山小動物公園

コラボキャンペーン！

発売期間 4月27日㊏〜5月6日㊊㊡

●アトラスオオカブトの展示 ●外国産カブトムシの販売
入園者対象の特別価格の販売です。販売用アトラスオオカブト
とセアカフタマタクワガタは専門店サイズの極上品です！

・アトラスオオカブト
（10ペア限定）2,000円/ペア
・セアカフタマタクワガタ
（10ペア限定）2,000円/ペア
・ヘラクレスの幼虫
（50匹限定）1,300円/匹
※性別の判別は致しません。
また、飼育下により生育が異なりますので、
ご了承ください。
※仕入状況により予告なく種類や数量に変更が生じる場合がございます。
※各種なくなり次第終了

入園

ご めでとう！
お

※急きょ都合により変更になる場合がご
ざいます。詳細は秩父鉄道HPをご確
認ください

長瀞駅から徒歩10分

宝登山小動物公園
内容

となる場合がございます
※1日限定20食
1,740円
（税込）

SLに乗って、
動物園に
でかけよう！

開催期間 5月6日㊊㊡まで
☆入園窓口でSL乗車記念証または整理券を
提示すると
「おサルさんのおやつ」
と
「SL 動
物園コラボカード」
プレゼント！

宝登山小動物公園
かわ

いい

！

料金

おとな500円 こども250円

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

お問合せ
ブチ柄の
ヤギは
めずらし
いよ

※おとな…中学生以上、
こども…3歳以上

0494-66-0959

の
ぶつ
どう やつ
お
100円

新しいおともだちが増えました！
会いにきてね！
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