当日受付

㊎
7
・
8㊏

6/

当日受付

9㊐

6/

自由歩行（矢印なし） 1ポイント

無料

御花畑駅→札所13番（慈眼寺）→金刀比羅神社→市立図書館→上町街かどギャラリー→
上町ホタル観賞スポット
（ホタル観賞）→復路は往路の逆→御花畑駅

※現地は大変暗くなります。懐中電灯をご用意ください。
※天候によりホタル観賞をお楽しみいただけない場合もございます。

やや健脚向・約9㎞／約4時間【1,680kcal】

鐘撞堂山（大正池コース）
寄居駅 9：00〜10：30
無料

雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし） 1ポイント/交換可

寄居駅→大正池→鐘撞堂山→羅漢山→少林寺→寄居駅

秩父路食べ歩きハイキング

一般向・約5㎞／約2時間【360kcal】

猪陶板焼きと岩魚御膳 初夏の秩父路谷津川渓谷へ
〜谷津川館〜

武州日野駅10：30 雨天決行・荒天中止 団体歩行
¥ 3,500円（含食事代）

2ポイント/交換可

※飲み物等は各自ご負担となります。
※入浴ができます。
ご希望の方はタオルをご持参ください。

要予約100名

㊌
12
〜
秩父札所第4回コース
浦山口駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止
16㊐
¥

当日受付

7/ 14㊐
波久礼駅10：00
金山御膳（かなやまごぜん）
〜かんぽの宿 寄居〜

無料

一般向・約10㎞／約3時間【750kcal】
自由歩行（矢印なし） 1ポイント

浦山口駅→札所25番（久昌寺）→札所24番（法泉寺）→札所14番（今宮坊）→札所13番（慈眼寺）→
札所15番（少林寺）→秩父駅

㊏
29
・
美の山〜アジサイを見に行こう！〜
30㊐
親鼻駅 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
当日受付

¥

親鼻駅→萬福寺→美の山→和銅採掘露天掘跡→聖神社→和銅黒谷駅

「秩父名山」全5コース

開催期間：3月17日㊐〜11月30日㊏

♦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）

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。

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
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7/ 17㊌〜21㊐
影森駅 9：00〜10：30
秩父札所
第5回コース

やや健脚向・約7㎞／約3時間【1,350kcal】

無料

秩父鉄道フリーハイキング

長瀞ラインくだり
営業期間 12月4日㊌まで

営業時間 9:00〜16:00頃
定休日

次回予告

7/ 12㊎・13㊏
秩父駅 9：00〜10：30
羊山（琴平丘陵）

無休

※気象状況
（大雨・雷・強風等）
により運航を
見合わせる場合もあります
※営業情報は、
当社HPまたはツイッター
＠nagatoro̲lineをご確認ください
※各コース、
事前WEB予約を受付中！
（予約なしでも乗船可能）
料金

次回予告

フリーハイキング
「秩父名山」
（ポイントデー）

6/

次回予告

武州日野駅→弟富士山浅間神社→如意輪観音堂→道の駅あらかわ→谷津川館→【専用バス】→白久駅

フリーハイキング
「秩父札所」
（ポイントデー）

6/

ながとろ
日和

※イメージ

フリーハイキング
「秩父名山」
（ポイントデー）

¥

初夏の澄み切る青空の中︑

¥

一般向・約3㎞／約1時間【250kcal】

この時季の舟下りは︑

特別企画ハイキング

水面にきらめく青々とした緑が楽しめる︒

1 2 ホタル観賞ハイキング
・8㊏・9㊐
御花畑駅 18：00〜19：00 雨天決行・荒天中止
6/ ㊏・ ㊐

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。

また︑田植え時期に合わせて

秩父鉄道ハイキングの会

埼玉県知事登録旅行業2-219号

荒川上流地域のダムで放流を行うため︑

主催：秩父鉄道㈱

ハイキングスケジュール

水量が豊富でスリルたっぷり︒

June

初夏の薫風を舟の上で感じてみよう︒

2019.6

2019.6 June

AまたはBコース
おとな 1,800円
こども
900円
全コース
おとな 3,300円
こども 1,600円

※おとな…中学生以上 こども…3歳以上
交通
お問合せ

長瀞駅から徒歩1分
0494-66-0950

トロの日

「16」
を
「トロ」
と読んで、
「トロの日」
。

HODOSAN FOUR LEAF GARDEN
しあわせを呼ぶと言われる
「四つ葉のクローバー」
を探し、
摘みとることのできるお庭。
ピンク色のクローバーもあるので、
見つけてみてね！
開園期間 11月30日㊏まで
交通

クラフト工房HODO
摘みとったクローバーをキーホルダーにできるよ！立ち寄ってみてね。

6月16日㊐
長瀞ラインくだりご乗船
のお客様30名様
プレゼント 四つ葉のクローバーの種
日付

対象

「秩父札所」全8コース

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

料金
交通

UVレジンクラフト体験 500円
（税込）／ハメパチ300円
（税込）
宝登山ロープウェイ山頂駅すぐ

※なくなり次第終了

第１回 和銅黒谷駅→1番→2番→2番納経所→4番→3番→18番→大野原駅

第2回 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

第3回 大野原駅→19番→20番→21番→22番→23番→16番→17番→秩父駅

花の里 長瀞

第4回 浦山口駅→25番→24番→14番→13番→15番→秩父駅

第5回 影森駅→27番→26番奥の院→26番→12番→御花畑駅

ハナビシソウ園

第6回 白久駅→30番→29番→28番→浦山口駅

（バス）→31番→（バス）→32番→（バス）→33番→（バス）→秩父駅
第7回 秩父駅→
（バス）→皆野駅
第8回 皆野駅→34番→

…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

初夏のさわやかな風に揺られて、
黄色の花が１万平方メートルの敷地内に咲き誇ります。
まるでお花畑にいるようで、
一面のハナビシソウにうっとりします。
雨天・曇天・朝晩は花が開かない場合があるので、
晴の日がおすすめ。
開花時期 5月上旬〜6月上旬

環境整備協力金200円（高校生以下無料）
長瀞駅から徒歩8分
お問合せ （一社）
長瀞町観光協会 0494-66-3311
料金
交通

※開花状況は気候によって異なります。
※歩きやすい靴でお越しください。
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