秩 父 鉄 道 を 彩る 情 報 誌

秩父鉄道からのお知らせ

\ わくわく /

沿線情報

★

\ おトクな /

年末年始の運転時刻について

きっぷ情報

平成29年12月30日㊏〜平成30年1月3日㊌の期間は、
「土曜・休日ダイヤ」
で運転いたします。
また、大晦日の終夜運転は実施いたしません。

第15回

★ ★ ★ ★ ★

秩父鉄道写真コンテスト 開催

第14回写真コンテストでは、多数の作品をご応募いただき、誠にありがとうございました。
引き続き第15回も開催が決定いたしました。
まで、
より多くの作品をご準備頂きますようお願い申し上げます。
募集開始（4月1日㊐〜）

※急行列車やSL列車にご乗車の場合、
別途料金が必要です。

きっぷ提示で割引や特典が
受けられます♪
詳しくは駅設置の専用パンフレットをご覧ください

No.03 / 2018.1 January
Letʼs Enjoy “CHICHITETSU”

※応募方法など詳細については、3月下旬頃に配布予定の応募用紙をご覧ください
お問合せ 秩父鉄道 企画部
048-523-3313（平日9：00〜17：00、12/28㊍〜1/3㊌を除く）

秩父路遊々フリーきっぷ
●秩父鉄道全線1日乗り降り自由
発売当日限り有効

秩父三社をめぐる 幸せを呼ぶ列車旅

発売期間 土曜、
日曜、祝日
（通年）、1・2月の毎日

〜秩父三社オリジナル木札ストラップをもらおう〜

発売箇所 秩父鉄道 各駅

秩父三社（寳登山神社・秩父神社・三峯神社）で御朱印の
際に秩父鉄道線内のきっぷを提示すると各神社
デザインのオリジナル木札ストラップがもらえます。

発売金額 大人1,440円

ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ

開催期間 開催中〜平成30年2月28日㊌
※三峯神社は1/1㊊㊗、2/1㊍は除く

●フリー区間（長瀞〜三峰口）乗り降り自由
発売当日限り有効

秩父鉄道各駅設置の
専用パンフレットを
参考にめぐって
みましょう！

※ご参加の方は、御朱印をお願いする際に
秩父鉄道線内のきっぷをご提示ください。
※おひとり様につき1個までとなります。
※なくなり次第終了

発売期間 土曜、
日曜、祝日
（通年）、1・2月の毎日
発売箇所 秩父鉄道 寄居駅
発売金額 大人1,030円

予告

小児520円

乗車券に含まれるもの
▶寄居→長瀞までの往復乗車券
▶長瀞〜三峰口間のフリー乗車券

秩父鉄道に鬼が出現！？今年は「節分豆まきトレイン」で節分を過ごそう
ご乗車の方には福豆や乗車記念証をプレゼント！
開催日

小児720円

平成30年2月3日㊏

ながとろ満喫きっぷ

開催場所 専用列車内
（くだり熊谷〜秩父間）、駅等
※イベント詳細は、PALETTE2月号およびHP等でご案内します
※内容は急きょ変更となる場合があります

●長瀞フリー区間（樋口〜上長瀞）乗り降り自由
発売日より2日間有効
発売期間 通年

肥土 伊知 郎さん（株 式会 社ベンチャー

ご利用の場合、普通乗車券のほか
に急行券（大人200円、小児100円）
が別途必要です。
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秩父鉄道株式会社 企画部

〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地 048-523-3313（平日9:00〜17:00）
http://www.chichibu-railway.co.jp
12/28㊍〜1/3㊌を除く
（パレット）
について
SLパレオエクスプレスの
「パレ」、絵の具の
「パレット」。
沿線を彩る情報を発信したり、沿線をより彩ることができるよう想いを込めて。

発売金額 大人890円

小児450円

乗車券に含まれるもの
寄居駅 ▶寄居→樋口までの往復乗車券
発売分 ▶樋口〜上長瀞間のフリー乗車券
御花畑駅 ▶御花畑→上長瀞までの往復乗車券
発売分 ▶上長瀞〜樋口間のフリー乗車券

定期購読のご案内
送料及び手数料
1,000円
（1年間お届けいたします）
お申込み方法
①現金書留をご利用の場合
1,000円を同封し、必要事項を記載した紙を
同封の上、下記へお申込み下さい。
〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地
秩父鉄道株式会社 PALETTE係
※開始希望月・郵便番号・住所・氏名・電話番号を必ずご明記下さい。
※封筒表面に
「新規」
と朱書きでご明記下さい。

②郵便局備付の払込取扱票をご利用の場合
必ず郵便局備付の
「払込取扱票」
をご利用下さい。
（口座番号）00160-8-464021
（加入者名）秩父鉄道株式会社
（通信欄）
・
「PALETTE申込み」
とご明記下さい。
・開始希望月・郵便番号・住所・氏名・電話番号を必ずご明記下さい。
※お客様からの払込確認には数日お時間がかかります。予めご了承下さい。
※払込手数料をご負担下さい。

※平成29年12月15日現在の情報です。最新の情報をご確認のうえ、
お出かけください。
※PALETTE定期購読申込書へ記入いただいた個人情報は、担当者が厳重に管理し、
データ処理後、適切に破棄いたします。
なお、PALETTEの発送は委託先「三共印刷株式会社」
からの発送となります。発送後はデータを適切に破棄し、他者へ渡すことはございません。定期購読については上記をご覧ください。

鍋を囲んで皆でワイワイ飲むお酒︑

一人で映画を見ながらしっぽりと飲むお酒︒

楽しみ方はそれぞれだけど︑
もっと美味しく

飲むために︑
お酒のことを知ってみませんか？

それぞれのこだわり︑造っている人の顔を知れば

いつもと違った味わい方ができるはず︒

大人だから楽しい︑学びの旅はいかが？

美味しいお酒の造り方や
飲み方を学べる

武甲酒造

秩 父 市の 中 心 部で２ ６ ５
年︑町の変遷を見守ってきた歴
史ある 酒 蔵 ︒銘 酒﹁ 武 甲 正 宗 ﹂
などここで造られる 日 本 酒の
％は秩父で消費されるため︑
他ではなかなかお目にかかれな
い逸品に出会える︒
事 前 予 約 を すれば ︑酒 蔵 見
学も可︒酒米を蒸すための釜場
や仕 込み水の内 井 戸を 見られ
るほか︑試 飲もできる ︒料 理に
合 わせた 酒の 選 び 方のコツや
冷・燗それぞれに適した種 類 ︑
美味しい飲み方についても蔵元
自らが一つ一つ丁 寧に教えてく
れる︒
90

趣のある木造の店舗は築205年で国指
定の登録有形文化財になっている。店舗
裏には、仕込み水であり平成の名水百選
にも選ばれた
「武甲山伏流水」が流れる
内井戸があり、営業時間内は容器持参で
持ち帰ることができる。
武甲酒造株式会社
埼玉県秩父市宮側町21-27
0494-22-0046
8：00〜17：30
休 元旦
秩父駅から徒歩5分
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1.

2.

3.

pick up
1.にごり生酒（720㎖・￥1,050）
もろみ
の優しい甘さとフレッシュさで初心者
でも飲みやすいタイプ。牛乳で割る
のもオススメ。 ２.武甲正宗 本醸造
（720㎖・￥1,000）
スッキリとした辛口
タイプ。淡白なお刺身と一緒に。
これ
からの季節、燗で飲みたい一品。
３.秩父純米酒（720㎖・￥1,000）
まろ
やかな口当たり、
ほのかな甘みでコク
のある料理とも好相性。
※価格はすべて税別
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ワイン造りと食事を同時に楽しめる

秩父ファーマーズ
ファクトリー

長年ワインの醸造に携わって
きたオーナーが３ 年 前にオー
プン︒
２ｈａの自社農園と秩父
の契 約 農 家で栽 培された高 品
質なぶどうを使ったこだわりの
ワイン造りをしている︒
マス カット・ベー リ ー Ａ や
シャルドネといった品種が植わ
るぶどう 畑を 自 由に見 学でき
るほか︑醸造所に入ることもで
き︑
ワイン造りの手 順について
パネル展 示を 見ながら 説 明を
聞くことができる︒
四方に広がる 破 風 山や両 神
山といった 風 光 明 媚な 景 色も
見どころの一つだ︒

伝統的な酒造りの
手法が学べる

秩父錦 酒づくりの森

ワイナリー
埼玉県秩父市下吉田字兎田3720
0494-26-7173
要問い合わせ
休 季節により異なります

レストラン
埼玉県秩父市下吉田3942
0494-77-1123
11：00〜14：30（LO）

秩父駅からバス
「吉田上町」下車徒歩10分
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1.

2.

3.

pick up
1.秩父ブラン 2017 北天の雫（750㎖・￥2,592・
白）
フルーティーな香りと上品な甘みがあり、飲
みやすさは抜群。 ２.秩父ルージュ 2017 マス
カット・ベーリーＡ
（500㎖・￥1,944・赤）爽やか
な酸味と甘いベリーのような香りで食事も華や
ぐ。 ３.秩父ルージュ 2017 メルロー
（750㎖・
￥2,592・赤）
まろやかなタンニンと芳醇な香り。
チーズと一緒に楽しみたい。
※価格はすべて税込

pick up
1.秩父錦 特別純米酒（720㎖・￥1,050）
米の旨みがしっかりと引き出された、甘
く芳醇な味わいが特徴。 ２.秩父錦 四
季純米吟醸 2017 冬（720㎖・￥1,620）
フルーティーな香りと軽やかな飲み口。
華やかなデザインはテーブルを美しく
彩る。 ３.秩父錦 本醸造 豆樽（300
㎖・￥1,480）
お土産にぴったりのミニサ
イズ。部屋に飾っても◎。
※価格はすべて税込

1.

創業は江戸中期の寛永２ 年
︵ １ ７ ４ ９ 年 ︶︒矢 尾 百 貨 店な

ど 秩 父に広 く 展 開するグル ―
プ会 社の基 盤となった 老 舗 酒
造 ︒﹁ 全 国 新 酒 鑑 評 会 ﹂
で７ 年
連 続 金 賞を 受 賞した 地 酒﹁ 秩
父 錦 ﹂を 筆 頭に 日 本 酒や 焼 酎
を醸造している︒
酒 蔵 資 料 館には江 戸 時 代か
ら 実 際に 使われてきた 酒 造り
の道 具や 資 料が展 示 されてお
り伝 統 的な製 造 過 程や手 法を
知ることができる︒観光物産館
では８ 種 類の酒を 無 料で試 飲
でき︑自分好みの味を見つけら
れる︒

併設する古民家風の建物内にはレストラ
ンもあり、
ワインとのマリアージュを楽しめ
る。秩父の食材にこだわった欧風料理で、
世代を問わず満足できる。
自家製ジェラー
トコーナーでは赤ワインや地元産のフルー
ツを使った大人の味が人気。

酒蔵資料館では日本で唯一現存する手廻
し式の洗米機や酒米を発酵させるための
巨大な木樽などが並ぶ。江戸時代の貸付
帳や契約書など貴重な資料も。現在の発
酵樽は館内にあるガラス窓から見学ができ
るほか、貯蔵庫は実際に入ることができる。

2.

3.

秩父錦 酒づくりの森
埼玉県秩父市別所字久保ノ入1432
0494-22-8787
9：00〜17:00（酒蔵資料館は16:30まで）
休 火曜不定休、
年始
秩父駅からバス
「酒づくりの森」下車徒歩3分
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個性豊かな
沿線の地酒

COLUMN

秩父初の地ビール誕生

ワイン好きも唸る秩父の銘醸ワイン

旅 の 終 わ り に 飲 み た い！

奥秩父で育まれた良質なワイン。豊かなコク
としっかりとした酸味を合わせ持つ。本格的
な味をリーズナブルに楽しめ、家の定番ワイ
ンとしても活躍してくれる。
源作印ワイン赤・白・ロゼ 720㎖・¥1,220
（税込）

㊨：初熊〜いきなりスマッシュ シトラVer.（ハーフ¥600税込）
トロピカルフルーツのような華やかな香り
㊧：初熊〜いきなりスマッシュ カスケードVer.（同上）
グレープフルーツのような柑橘系の香り

この冬 ︑秩 父 待 望のクラフトビール
﹁ 秩 父 麦 酒 ﹂が誕 生 ！ 開 発したのはベ
ア・ミート・ビアの醸 造 責 任 者の丹 広
大さん︒女 性や初めての人でも 飲みや
すい︑ホップの爽やかな 香 りと 軽い口
当 た り が 特 徴 だ ︒アルコ ー ル 度 数 は
４％と 低めで酵 母を 生きたまま 閉じ
込めた︑風味豊かな味わいが楽しめる︒
そして現 在 ︑秩 父 麦 酒 を 取 り 扱 うの
は︑番 場 通りに１ 年 前にオープンした
﹁まほろバル﹂︒丹さんの開 発を陰なが
ら支えてきたオーナーシェフ坪内純二
さんの店だ︒落ち着いた店 内で秩 父の
食 材を 使ったおつまみと 共に︑ゆった
りとビールの飲み比べを堪能したい︒

まほろバル 坪内さん

満 天 の星と雲 海 の 宿

詳しくはこちら

9,500円（税別）〜

☎０４９４・６２・４３５５
秩父郡皆野町皆野３４１５

皆野駅・西武秩父駅から送迎あり
（予約制） いこいの村 ヘリテイジ 美の山
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キリッとした飲み口

地元の味をまるごと味わう

淡麗辛口で香りが控えめなので、
どの和食
にも合うオールマイティーなお酒。
ぬる燗で
飲んでも美味しい。名前の浮城は地元行田
の忍城を由来とする。

熊谷産の酒米「さけ武蔵」
を主体とし埼玉独
自の酵母で醸した地酒。穏やかな芳香と柔
らかな味わいで、
お米の味をしっかりと感じ
られる。

浮城 純米吟醸 720㎖・¥1,620（税込）

直実 純米大吟醸 720㎖・¥2,408（税込）

横田酒造株式会社
埼玉県行田市桜町2-29-3
048-556-6111
8:00〜17:00
休 土曜不定休、
日曜、祝日
東行田駅から徒歩3分

権田酒造株式会社
埼玉県熊谷市三ヶ尻1491
048-532-3611
9:00〜18:30
休 日曜、
祝日
大麻生駅から徒歩26分
くわしくはHPへ！
http://www.gondasyuzou.com/

ご宿泊のお客様に

㊐ 毎週金・土・日

氷柱鑑賞プラン（1泊2食）＋天然温泉

株式会社タイセー秩父菊水酒造所
埼玉県秩父市下吉田3786-1
0494-77-2010
9:00〜17:00
休 不定休
秩父駅からバス
「吉田仲町」下車すぐ

本誌を受付にご提示ください

大自然ツアー氷柱ライ
トアップ

2/25

本格焼酎 龍呑 芋焼酎 720㎖・¥1,340（税込）

一緒に
食べたい
おつまみ

2018年
1月末まで有効

1/6

秩父産の希少種「ちちぶ太白」
に
「玉豊」
と白
麹を加え、独自の蒸留法ですっきりとした味
わいに仕上げた自信作。

まほろバル
埼玉県秩父市番場町17-14
050-3692-3895
11:00〜20:00（LO）
休 水曜、
第4木曜
御花畑駅から徒歩4分

ハウスワイン
１杯つき

㊏〜

有限会社秩父ワイン
埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄41
0494-79-0629
9:00〜17:00
休 年末年始
皆野駅からタクシーで25分

〝幻のサツマイモ″
を使った地焼酎

たった7室露天風呂付き客室の宿
☎０４９４・６６・３１６８ Ｆａｘ０４８・５８１
・９７１７

秩父郡長瀞町大字井戸419-1 http://www.ceravie.com

さらさらたまねぎ
梅風味・しそ風味
各¥360（税込）

行田の漬け物専門店「飯田屋商店」
の人気商品。国内産の
玉葱を丸ごと一つ醤油に漬け込んでいる。
しそや梅の風味
が玉葱の甘みやコクにうまく溶け込み、
お酒も箸もすすむ。
株式会社飯田屋商店
埼玉県行田市行田13-10
048-556-2175
9:00〜18:00
休 月曜
行田市駅から徒歩5分

ちちぶ菜漬
300g ¥380（税込）
500g ¥560（税込）

今が旬の秩父を代表する野菜の漬
け物。
シャキシャキとした食感で旨
味と酸味の絶妙バランスが後をひく
一品。そのまま食べても、チーズと
合わせたり肉と炒めても美味しい。

JAちちぶ 道の駅みなの皆野農産物直売所
埼玉県秩父郡皆野町皆野3236-35
0494-62-3501
8:30〜17:30
休 年末年始
親鼻駅から徒歩6分
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優しい味わいが人気！

店主こだわりの熊谷名物みそぱんベーゴーは、
市内で
手作りされる特選味噌との出会いで誕生した。
懐かし
くも新しい味で人気の商品。
他にも、
ふわっと香る焼き
芋ベーゴーなど地元企業とのつながりも大切にした
商品が揃っている。
焼きたてはもちろん、
トーストして
熱々を頰ばるのもおすすめ。
ウスキングベーグル
埼玉県熊谷市筑波1-175-3
048-522-7717
10：00〜19：00
休 日曜
熊谷駅から徒歩5分

ＰＩＺＺＡ窯がある居酒屋！

1

手ごろな値段で本格的な窯焼きピザが食べら
れるイタリアン。
築地市場から届く鮮魚や熊谷
産の野菜など新鮮な食材にこだわっている。
掘りごたつの個室も完備されていて、居心地
が良い。
美味しい料理に話も弾む。

熊谷産地粉を活かした風味が特
徴のうどん。
細麺仕立ての喉越し
は適度な硬さで食べ応えがある。
妻沼聖天ねぎやきんまる星醤油
を使うなど地産地消にもこだわっ
ている。熊たまかけうどんはボ
リューム満点でおすすめ。

窯マチルダ
埼玉県熊谷市筑波2-54-1
オーキッドビル １F
048-598-7778
17:00〜26:00
休 不定休
熊谷駅から徒歩2分

しらすぶっかけ
マリナーラ
¥842（税込）

熊たまや
埼玉県熊谷市桜木町1-202-1
熊谷駅構内 秩父鉄道 改札口前
048-521-8908
10:30〜20:00
休 年中無休
熊谷駅から徒歩1分

〒

熊谷名物みそぱん
ベーゴー
¥230（税込）

高崎
線
上越
秩
・北
父鉄
陸新
道
幹線

吉岡の里
たまごファーム
市役所前出張所

文

熊たまかけうどん
¥900（税込）

熊谷女子
高等学校

83

星川

5

集まります。
多様な国の本格的な料理や、

★
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ホシカワカフェ

熊谷駅
人がにぎわう熊谷駅周辺は、
個性豊かなお店が

高城神社
熊谷郵便局

芋屋TATAコラボ商品
焼き芋ベーゴー
¥380（税込）

地産地消にこだわったうどん！

カフェタイムにオススメの甘いものまで充実しています。
熊谷ならではのお店巡りを楽しんでみませんか。

熊たまやで使用しているたまごは
こちらで購入できます！

3 ウスキング
ベーグル

バックパッカーズランチ

〒

吉岡の里たまごファーム 市役所前出張所
埼玉県熊谷市末広1-79
090-7415-6320
10:30〜17:00
休 土曜、
日曜、祝日
熊谷駅から徒歩10分

〒 熊谷筑波郵便局

2

窯マチルダ
91

熊たまや

4

1

ホッとひといきおやつ時間！

6

熊谷

駅

地粉と地卵を使ったモチモチのパンケーキ
が人気のカフェ。クラシックキャラメルの
パンケーキは、
濃厚なバニラアイスとほろ苦
いキャラメルがクセになるおいしさ。
カフェラ
テのラテアートも可愛らしい。
心和む空間で
とっておきのひと時を楽しんで。

タイすき鍋(要予約)
1人前¥1,500（税込）3人前〜

ホシカワカフェ
埼玉県熊谷市星川1-77
048-594-7574
火曜〜金曜11:00〜19:00、
土曜〜日曜11:00〜17:00
休 月曜
熊谷駅から徒歩10分

5

本格的なタイとベトナム料理！

カプチーノ
¥570（税込）

バックパッカーズランチ
埼玉県熊谷市星川2-86
080-3406-2109
ランチ11:30〜14:30、
ディナー18:30〜22:00
休 水曜午後、
日曜、祝日
熊谷駅から徒歩5分

選ぶのも楽しい華やかなチョコレート！

チョコレートの専門店。
ボンボンショコラは常
時20種類以上、
その他ナッツやドライフルー
ツを使ったショコラがケースに並ぶ。ホット
チョコレートなどの飲物と一緒にケーキや
ショコラを店内で食べることもできる。
お土産
にもぴったり！
オレンジ
ピール

ショコラティエ・アヌーク
埼玉県熊谷市筑波3-172
048-521-3755 10:00〜20:00
休 水曜、
夏季、年始
熊谷駅から徒歩5分

アマンド
ショコラ

タイやベトナムにあるカラフルな路面店をイ
メージした店内。
タイハーブが効いたトム
ヤム風スープのお鍋は体が温まるおいしさ。
シメにフォーが付きボリュームも満点。
季節
の野菜がたっぷり入ったグリーンカレーも
人気。

クラシックキャラメル
¥960（税込）
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ショコラティエ・アヌーク

メリッサ

野菜たっぷりグリーンカレー
ランチ¥850（税込）
ディナー¥900（税込）

ボンボン15個入り
¥3,393（税込）
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秩父三大氷柱

秩父路の寒さが
創り出す芸術

2018.1

開催日時 1月6日㊏〜2月18日㊐（天候により期間の変更あり）
《氷柱ライトアップ》
《特産品の販売と観光案内等》
1月13日㊏〜2月12日㊊㊗
1月21日㊐、1月28日㊐
平日17：00〜19：00、
10：00〜15：00
土休日17：00〜21：00

謹 賀 新 年

三峰口駅から
西武観光バス
「老人福祉センター行」
・
「中津川行」宮平下車 徒歩25分
「三峯神社線」三十場下車 徒歩15分
お問合せ （一社）
秩父観光協会大滝支部 0494-55-0707
交通

尾ノ内百景（冷っけぇ〜）氷柱
「尾ノ内百景氷柱」
は地元の人たちが沢の流水
を斜面に散水して凍らせて造形した氷柱です。
吊り橋から望む巨大な氷柱は圧巻です。

開催日時

※天候や道路状況により中止または
変更する場合があります。

三十槌の氷柱・みそつちのつらら
奥秩父の冬の名勝「三十槌の氷柱」
は、秩父大滝地区
の厳しい寒さの中でつくられる、
自然のオブジェです。
氷柱は最大幅約30ｍ、高さ約8ｍにも成長します。

あしがくぼの氷柱
「あしがくぼの氷柱」
は地元の方々の
手により作られた氷柱で、高さ30m
幅200m以上にわたり形成され、迫
力ある氷柱をいろいろな角度からご
覧になれます。

環境整備協力金
200円
（中学生以上）
交通
秩父駅から
西武観光バス小鹿野線利用
お問合せ 尾ノ内渓谷氷柱実行委員会
0494-75-1381

開催日時

入場料

秩父鉄道沿線event information

1月6日㊏〜2月25日㊐
9：00〜16：00

入場料

（天候により閉鎖する場合あり）

《氷柱ライトアップ》
毎週 ㊎・㊏・㊐・㊗
日没〜20：00

2018.1

交通

寳登山神社

環境整備協力金
300円
（中学生以上）

☆甘酒または紅茶を一杯サービスします。
（〜16：00まで）

0494-25-0450

長瀞山不動寺 七草粥まつり

虚空蔵尊縁日

古代蓮会館を早朝より特別開館し、高さ50ｍ
の 展 望タワーよりご 来 光 がお 楽しみ 頂 けま
す 。また、お 楽しみ 抽 選 会 やおしるこのサ ー
ビスがあります。

当日、不動寺へご参拝された方全員に、五大力
明王の開運粥が振る舞われます。七草粥で今
年1年の無病息災を願いましょう。

秩父十三仏の一つに数えられる虚空蔵尊の縁
日は、秩父路の小正月に行われる縁日として親
しまれています。本堂へ続く沿道には達磨やお
宝の市のほか露店が立ち並びます。
開催日時 1月12日㊎13：00〜1月13日㊏15：00頃まで
会場
秩父市 虚空蔵寺
交通
秩父駅から徒歩15分
お問合せ 廣見寺（こうけんじ） 0494-22-4021

開催日時 1月1日㊊㊗6：00〜9：00

（入館受付8：30まで）
会場
行田市 古代蓮会館
交通
行田市駅からタクシー利用
入館料 大人400円、
小・中学生200円、
未就学児童無料
お問合せ 古代蓮会館
048-559-0770

出初め式
江戸時代末期から、町火消しの役を引き受け
た鳶職の伝統を受け継ぐ
「熊谷鳶」が、
はしご
乗りの妙技や纏(まとい)振りを披露します。
開催日時 1月6日㊏、
12：30頃〜15：00頃

熊谷市 髙城神社、
熊谷市役所前、熊谷駅など
交通
熊谷駅・上熊谷駅から徒歩15分
お問合せ 熊谷市観光協会
048-594-6677
会場

11

長瀞山不動寺
長瀞駅から徒歩15分
お問合せ 長瀞不動寺奉賛会
0494-66-3424
会場
交通

【秩父七福神めぐりと不動寺七草粥まつり】
開催日

1月7日㊐

バスツアーもおすすめ

旅行代金 大人6,900円（交通費・昼食費含む）
集合場所 大宮駅西口7：20

コース

上尾駅西口埼玉りそな銀行前8：00
桶川駅西口埼玉りそな銀行前8：15

各出発地→高速道→総持寺
（福禄寿）
→長瀞不
動寺
（参拝・七草粥まつり）
→大浜:円福寺
（大黒
天）
→秩父市内
（昼食）
→金仙寺
（布袋尊）
→東
林寺
（恵比寿）
→惣円寺
（弁財天）
→鳳林寺
（毘
沙門天）
→田村:円福寺
（寿老人）
→秩父市内
（休
憩・買物）
→高速道→各出発地
お問合せ 秩父観光ツアーセンター

048-525-3701

第7回東日本復興支援

歳旦祭・元旦祭 １月１日㊊㊗午前６時〜

午前０時、
宝登山山頂で打ち上げられる花火
で祭典が始まります。
境内にはかがり火がたか
れ、
神楽殿では、
宝登山神楽団による神楽が
奉納されます。
新年開運祈願祭は15日まで毎
日おこなわれます。
交通
長瀞駅から徒歩15分
お問合せ 寳登山神社
0494-66-0084

新たな年を迎えて、氏子崇敬者の更なる幸
せを大神様に祈念します。年頭のご祈願は
元旦より毎日朝9時〜夕方5時まで受け付け
ています。

まだほの暗いなか、
新春の寿ぎを奉上、
心あら
たにおごそかな歳旦祭が行われます。
この祭り
に引き続き元旦祈願祭がもたれ、
開運・諸災
消徐などありがたい祈願がおこなわれます。

秩父駅から徒歩5分
0494-22-0262

交通

お問合せ 秩父神社

初詣には早くて便利な「急行開運号」がおすすめ

※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。
☆1/1㊊㊗急行開運号3号秩父駅
到着時に日乃出太鼓連による秩
父屋台囃子の演奏があります。

秩父三社参拝企画に
参加しよう

熊谷チャリティウォーク

歩くことが岩手県宮古市の復興支援につながる
ウォーキングイベントです。桜コース
（約9ｋｍ）
を歩きます。 ※小雨決行
開催日時 3月25日㊐ 受付8：15〜8：45、
出発式9：00〜9：10
集合場所 コミュニティひろば 出発時間 9：10
参加費 500円（小学生未満無料）
（保険料・義援金含む）
700名（先着順）
応募期間 1月10日㊌10：00〜2月28日㊌17：00
応募方法 ①Ｗｅ
ｂ
（くまがやねっと）
http://www.kumagayakan.net/event/walk
②ＦＡＸ048-522-8614
お問合せ くまがや館
048-521-4625
定員

三峯神社

歳旦祭 １月１日㊊㊗午前１０時〜

急行車両
（3編成）
に開運号の
ヘッドマークを掲出して運転
(1月1日㊊㊗〜1月3日㊌)
します。

January

開催日時 1月7日㊐11：00〜14：00

秩父神社

新年開運祈願祭 １月１日㊊㊗午前０時〜

西武秩父線芦ヶ久保駅から徒歩10分

お問合せ 横瀬町ブコーさん観光案内所

タワーからみんなで見よう！
「初日の出」

※ご来光時間帯の展望室利用者は先着70名様限定・
当日受付順に整理券を配布いたします。

輝かしい新春を迎え、
心からお慶び申し上げます。
旧年中は、
秩父鉄道グループをご愛顧頂き、
誠にありがとうございました。
平成30年も沿線地域の情報発信基地としてお役に立てるよう努
めつつ、
安全輸送を第一に、
お客様の立場にたった身近なサービスの向上、
安全で快適な車両
および施設の改善に取り組んでまいります。
本年もより一層のご愛顧をお願い申し上げますととも
に、
皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
秩父鉄道株式会社・秩父鉄道グループ

秩父路の初詣へ出かけよう 秩父三社で新しい1年をスタート

☆1月21日㊐に三十槌の氷柱を観賞するハイキングを開催します。
詳しくは、P13ハイキングスケジュールをご覧ください。
☆大滝氷まつり開催記念ヘッドマークを掲出します。
7800系1編成 掲出期間 1月13日㊏〜1月31日㊌

1月7日㊐〜2月25日㊐8：00〜16：00
《氷柱ライトアップ》
1月20日㊏〜2月17日㊏の間の
毎週㊏ 日没〜20：00

秩父鉄道event information

January

1月〜
6月中旬頃

宝登山ロープウェイでは、
1/1㊊㊗
「初 【宝登山ロープウェイ時刻】
山麓駅→山頂駅
時
山頂駅→山麓駅
日の出観賞便」
を運転いたします。
交通
長瀞駅から徒歩15分
始発6:00（以降適宜臨時運転）
※始発時刻がさらに繰り上げとなりました
ロープウェイ料金（往復）
：大人820円・小人410円
40
9
40
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅
45 30 15 00
10〜15
00 15 30 45
0494-66-0258
☆山頂駅前にて、甘酒や軽食等の販売があります。
15 00
16
00 15 30
☆長瀞駅〜宝登山ロープウェイ山麓駐車場間「無料
シャトルバス」
も早朝特別運行します。
（長瀞駅発 5:40以降適宜運行）

開運記念入場券

秩父神社で昇殿正式参拝 当日受付 ¥ 無料
発売期間 1月1日㊊㊗〜1月8日㊊㊗ ¥ 各170円
秩父駅10：42着の「急行開運号3号」
ご利用のお客様を、秩父神社へご案内いたします。
発売箇所 長瀞、
秩父、
三峰口の各駅窓口、
開催日 1月1日㊊㊗・2日㊋・3日㊌ 集合・受付 秩父駅11
：00
ちちてつe-shop(セット販売）
☆神主による秩父神社の由来を伺い、各日とも参加者の中から5名様に代表玉串奉
券の仕様 ・カラーＤ型硬券乗車券1枚
納を行っていただきます。
祈願後は御神酒と特別開運御守りをいただきます。
・絵馬型台紙付

秩父のあま〜い
いちごを堪能しよう

営業時間 9：00〜18：00
（無くなり次第終了）

不定休（いちごの生育状況による）
住所
埼玉県秩父市黒谷457-3
交通
和銅黒谷駅から徒歩3分
お問合せ
0494-25-4733

予告

「初日の出観賞便」で宝登山からのご来光を拝もう

主な停車駅 急行開運号1号 急行開運号3号
9：31
8：18
羽生
9：51
8：38
熊谷
10：13
9：03
寄居
10：27
9：19
長瀞
10：42
9：35
秩父
10：44
9：37
御花畑
11：01
9：54
三峰口

和銅農園
定休日

三峰口駅から西武観光バス
「急行・三峯神社」行き利用
お問合せ 三峯神社
0494-55-0241
交通

秩父では大きくとても甘いいちごをお楽しみいただけます。
秩父鉄道沿線のいちご園をご紹介します。 詳しくはＷＥＢをチェック

※お出かけ前には、必ず各農園に営業状況をご確認ください。 秩父観光農林業協会

影森観光農園村
秩父フルーツファーム

小松沢レジャー農園
営業時間 10：00〜16：00

ただかね農園（いちご狩りは1/5〜）
営業時間 直売開始 9：00〜

営業時間 9：30〜16：00
（最終受付は15：30）
平日不定休
定休日 不定休
（いちごの生育状況による）
住所
埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1408
定休日
住所
埼玉県秩父市下影森877-1
交通
西武鉄道横瀬駅から
住所
交通
影森駅から徒歩15分
（要問合せ）
無料送迎あり
交通
お問合せ
0494-23-2711
お問合せ
0494-24-0412
定休日

秩父鉄道にいちご＆スイーツの出張販売がやってくる！？
「でんしゃdeマルシェ」
※内容が急きょ変更となる場合があります。

※売れ切れ
次第終了

開催日

2月下旬

いちご狩り10：00〜

（無くなり次第終了）

不定休（いちごの生育状況による）
埼玉県秩父市下吉田4091
秩父駅からバス利用
お問合せ
0494-77-0977、
090-4398-1115

開催場所 専用列車内（くだり熊谷〜秩父間）

※イベント詳細は、
PALETTE2月号およびHP等でご案内します
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2018.1
January

主催：秩父鉄道㈱

11㊍
〜

1/

13㊏
当日受付

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

048-523-3313（平日9：00〜17:00 12/28㊍〜1/3㊌を除く）

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・ＪＲ東日本高崎支社合同 駅からハイキング

まるで空に手が届きそう！
黄色いゴンドラで宝登山山頂へ！
きっと幸せが訪れる黄色いお花見。

2018.1

January

長瀞宝登山臘梅園

【840kcal】
一般向・約10㎞／約4時間（施設での見学時間を含む）

新春開運祈願！寄居十二支めぐりハイキング

1月中旬〜2月下旬
長瀞駅から徒歩15分
宝登山ロープウェイ利用5分 山頂駅から徒歩2分
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅
0494-66-0258
※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。
見頃
交通

寄居町役場（寄居駅北口すぐ）9：00〜11：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行

1ポイント ¥ 無料
寄居町役場
（寄居駅北口すぐ）
→放光院
（午:勢至菩薩）
→浄心寺
（酉:不動明王）
→正樹院
（未・申:大日如来）
→
西念寺
（戌・亥:阿弥陀如来）
→天正寺
（丑・寅:虚空蔵菩薩）
→正龍寺
（辰・巳:普賢菩薩）
→
善導寺
（子:千手観音菩薩）
→少林寺
（卯:文殊菩薩）
→波久礼駅

※コース中に案内人や案内用矢印は設置いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです。
※お寺は不在の場合があります。不在時の御朱印の対応は寄居観光案内所でおこないます。
（浄心寺は善導寺でおこないます）

特別企画ハイキング
13㊏ 新春宝登山ハイ
キング

協力：長瀞町・
（一社）長瀞町観光協会

1/

雨天決行・荒天中止

当日受付

野上駅→長瀞アルプス入口→天狗山分岐→野上峠→
小鳥峠→宝登山裏参道→宝登山山頂（臘梅園）→
あずまや→寳登山神社→長瀞駅

長瀞駅→寳登山神社→あずまや→
寳登山神社奥宮→宝登山山頂（臘梅園）→
あずまや→寳登山神社→長瀞駅

秩父路食べ歩きハイキング
14㊐ 寳登山神社庭上正式参拝と長瀞散策
長瀞駅 10：30 雨天決行・荒天中止 団体歩行

一般向・約4㎞／約1時間【240kcal】

2ポイント/交換可

¥ 3,500円（含：参拝、入館、食事代）
※飲み物等は各自ご負担となります

長瀞駅→寳登山神社（庭上正式参拝）→不動寺→竃三桂神社→
☆入浴できますので、
タオルを
県立自然の博物館（館内見学）→せきれいの宿 養浩亭(食事）→上長瀞駅 ご持参ください

17㊌ 寄居の十二支めぐりで開運祈願！

一般向・約10㎞／約3時間30分【840kcal】
ちょっぴりプレゼントがあります

1ポイント ¥ 無料
寄居駅→放光院（午:勢至菩薩）→浄心寺（酉:不動明王）→正樹院（未・申:大日如来）→
西念寺（戌・亥:阿弥陀如来）→天正寺（丑・寅:虚空蔵菩薩）→正龍寺（辰・巳:普賢菩薩）→
善導寺（子:千手観音菩薩）→少林寺（卯:文殊菩薩）→波久礼駅

寄居駅 9：30〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行

当日受付

※コース中に案内人や案内用矢印は設置いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです。
※お寺は不在の場合があります。
不在時の御朱印の対応は寄居観光案内所でおこないます。
（浄心寺は善導寺でおこないます）

特別企画ハイキング
21㊐ 奥秩父大滝三十槌氷柱観賞ハイ
キング

1/

一般向・約12㎞／約4時間【960kcal】

1ポイント/交換可 ¥ 600円（含バス代）
三峰口駅→万年橋→強石→大滝温泉遊湯館→大滝三十槌氷柱観賞→大滝温泉遊湯館→【専用バス】→三峰口駅

三峰口駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行

当日受付

※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。
※気候・場所によっては凍結箇所があります。特に氷柱見学場所では足元に十分ご注意ください。

26㊎ 長瀞宝登山臘梅観賞ハイキング 雨天決行・荒天中止 自由歩行 1ポイント
無料
長瀞町観光案内所（長瀞駅前）9：00〜11：00
28㊐
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→

（一社）
長瀞町観光協会 一般向・約8㎞／約3時間30分（施設での見学時間を含む）
秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同 駅からハイキング 協力：長瀞町・
【945kcal】

〜

1/

宝登山ロープウェイの黄色いゴンドラに乗ること５分。
宝登山山頂には、
ロウバイが約3000本植栽されている。
このロウバイの甘く濃厚な香りに包まれる黄色い景色は宝登山の宝の１つ。
透き通った冬空へ登るゴンドラで向かったお花畑は、
きっと幸せをもたらせてくれるだろう。

〜元気の出る いのししなべ御膳〜 せきれいの宿 養浩亭

熊谷駅長おすすめハイキング

1/

1ポイント/交換可

※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が予想されます。長瀞アルプスコースにご参加の方は、軽アイゼンをご用意ください。
☆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。
（12：00〜14：00頃）

1/

要予約100名

自由歩行

B 表参道コース
一般向・約8㎞／約2時間20分【945kcal】
長瀞駅 10：00〜11：00 ¥ 無料

Ａ 長瀞アルプスコース
やや健脚向・約7㎞／約3時間30分【1,470kcal】
野上駅 9：30〜10：30 ¥ 無料

宝登山ロープウェイ 増発運転
ロウバイの見頃に合わせて、
増発運転します。
増発期間 1月13日㊏〜2月12日㊊㊗の毎日
☆増発期間中の土日祝日は始発時間を9:00に繰り上げて運転します。
☆増発期間中は長瀞駅〜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。
（10:00〜16:00頃間随時）
※上記期間以外のシャトルバス運行は要問合せ
お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅

0494-66-0258

急行ロウバイ号
急行6000系車両3編成に特別ヘッドマークを掲出して運転します。
掲出日

1月27日㊏〜2月12日㊊㊗

※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。

ぽかぽか・こたつ舟

ロウバイ観賞記念乗車券
発売期間 1月27日㊏〜3月4日㊐ ※売れ切れ次第終了
発売箇所 羽生、
熊谷、
寄居、
長瀞、
秩父、
御花畑の各駅窓口、
ちちてつe-shop
発売価格 470円
（長瀞駅から470円区間大人片道1枚）

¥

宝登山山頂（臘梅園）→あずまや→表参道→長瀞駅

当日受付

※ゴール長瀞駅前にて
（一社）長瀞町観光協会による湯茶のサービスがあります。(1/27㊏、28㊐12:00〜14：00頃)
※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。
※コース中に案内人や案内用矢印は設置いたしません。
マップを参考に自由にめぐるタイプのハイキングです。

2月実施予定の月例ハイキング
詳しくは来月号のPALETTE、
ホームページでご確認ください

要予約

2月11日㊐㊗ 秩父駅10：30

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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宝くじ

で運だめし

当日受付 秩父鉄道・東武鉄道合同ハイキング

2月1日㊍〜12日㊊㊗ 長瀞町観光案内所
（長瀞駅前）
9：30〜11：00

…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。
お申し込み方法にしたがってご予約ください

当日受付 …当日、集合駅で受付いたします。事前予約は必要ありません

団体歩行 …受付終了後、全員揃って出発します。歩行中はスタッフの指示をお守りください

コース上に案内矢印を設置してあります。
自由歩行 …受付終了後、随時出発してください。
矢印以外には、進まないでください
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

※強風等により営業を見合わせる場合があります
☆プレゼント
①ご乗船のお客様に「使い捨てカイロ」プレゼント
（なくなり次第終了）
（本部） ②１月１日㊊㊗〜１月3日㊌及び運航期間中の土休日
お問合せ 長瀞ラインくだり
0494-66-0950
にご乗船のお客様に温かい
「なめこ汁」
プレゼント
（先着50名様・なくなり次第終了）
10:00〜15:00頃まで
随時運航、
所要時間約20分
こども500円
¥ おとな900円、

宝登山小

山里の膳〜赤谷温泉 小鹿荘〜 長瀞宝登山臘梅ハイキング

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

秩父路食べ歩きハイキング

動物公園

発売期間 1月1日㊊㊗ 〜2月28日㊌

開催期間 1月1日㊊㊗〜1月8日㊊㊗
価

格

内 容

500円・300円

リニューアル 旬の膳「ろうばい御膳」

長瀞宝登山のロウバイをイメージし、柚子や
さつまいもを使った華やかなお料理です。冬
の根菜を煮込んだほくほくのやさしい豆乳
鍋が身体を温めます。

1日限定30食
1月9日㊋〜2月28日㊌
¥1,740（税込）

空くじなしの三角くじ。
1年の始まりに今年の
運をお試しください。
☆1月1日㊊㊗〜1月3日㊌までの間、
宝くじを
購入されたお客様に甘酒プレゼント

宝登山小動物公園
0494-66-0959
9:40〜16:30
¥ おとな430円、
こども
（3歳以上）220円
宝登山ロープウェイ山頂駅から徒歩7分

期間限定 運気UP祈願メニュー「お宝うどん」

初詣期間のみの限定メニュー！海老の天ぷらやシイタ
ケ・かまぼこ・金粉をトッピングした豪華なうどん。今年
の運気がUPするカモ！？

有隣倶楽部
0494-66-0070
（9:00〜17:00）

※イメージ

11:00〜15:00
休 火曜
長瀞駅から徒歩10分 ※イメージ

1月1日㊊㊗〜1月3日㊌
¥880
（税込）

ガーデンハウス有隣
0494-66-0951
（9:00〜17:00）

11:00〜15:00

休 木曜

長瀞駅から徒歩10分
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応募締切

PRESENT

1/1〜1/31

アンケートに答えてプレゼントをGETしよう！

A

B

武甲酒造株式会社

秩父純米酒
720㎖

C

JAちちぶ 道の駅みなの
皆野農産物直売所

ちちぶ菜漬

きらり

ストーリー

熊たまや

熊谷うどん2人前セット

沿線でかがやきつづける方に
インタビュー！
第3回

秩父鉄道

検索

編｜集｜後｜記｜

定期購読のご案内

秩父鉄道ホームページ内の
応募フォームからお申し込みください。
または

「PALETTE」を毎月ご希
望の方に定期購読をご案
内しています。詳しいお申
込み方法については裏表
紙をご覧ください。
秩父鉄道 企画部
048-523-3313
平日9:00〜17:00
（12/28㊍〜1/3㊌を除く）

大人になってからこそ、勉強が面
白いと感じることがあるように、“大
人の社会科見学”も楽しみながら
取材ができた今号でした。写真は
秩父錦 酒づくりの森の杉玉。何と
作ってすぐの状態だそうで、
おなじ
みの茶色い姿ではなく、青々とした
かわいらしい玉。少しずつ変わる色
を見守るもの楽しそうです。
次号もぜひお付き合いいただけれ
ばと思います。

自然環境の影響をしっかり受けら
れるようにね﹂
と肥土さん︒熟成庫
にはひんやりとした剥き出しの土
の上に︑木材の渡しと樽が二重︑
三
重にと 重ねられている ︒﹁〝天使の
分け前〟と言って︑熟成期間中︑樽
の 中 身は 膨 張 と 収 縮 を 繰 り 返し
て減っていきます︒
この決め手とな
るの が 寒 暖 差 ︒秩 父 の 夏 は 猛 暑

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
また、重
複応募は無効とさせていただきます。
※皆様の個人情報は、個人が特定
できない範囲での統計データ作成•プレゼント当選時の発送の連絡のみ
に利用します。
ご本人の承諾なく上記目的以外に個人情報を利用又は第
三者に提供することはありません。
なお、賞品発送業務は㈱コアに委託を
しています。
また、賞品の発送は提供元からお送りすることもあります。

8ページで紹介した熊たまやの「熊谷うどん2
人前セット」
を5名様にプレゼント！

本誌を受付で
ご提示ください

SL運行30周年を記念した
特別仕様の乗車券2種類の発売期間延長が決定！

10％引き
2018年
2月28日まで有効

❶ 夢とえがおをはこぶ SLものがたり記念乗車券
●

秩父に設立した肥土さん︒

6ページで紹介した
JAちちぶ道の駅みなの皆野農産物直売所の
「ちちぶ菜漬」
を3名様にプレゼント！

２００８年︑日本で唯一の単独ウイスキー蒸溜所を

3ページで紹介した武甲酒造株式会社の
「秩
父純米酒・720㎖」
を3名様にプレゼント！

（株式会社ベンチャーウイスキー秩父蒸溜所）

国内外の権威ある賞を次々受賞し︑今では入手困難とも

※ご応募は20歳以上の方に
限らせていただきます

5名様

言われる﹁イチローズモルト﹂
への思いと変遷について伺いました︒

3名様

﹁ クセ が 強 く て ウ イ ス キ ー は
ちょっと ﹂という 女 性は 少な くな
いかもしれない︒
しかし﹁イチロー
ズモルト﹂
の個 性 的ながらまろや
かで複 雑な 味わいは ︑愛 飲 家から
火がつき 今では多くのファンを 魅
了している︒
﹁これが︑伝統的なダンネージス
タイルという 積み 方です︒秩 父の

3名様

肥土伊知郎さん

❷ SL運行30周年記念乗車券〜秩父路を彩る〜（空編・山編）
●

※イメージ

※イメージ

❷
●

発売期間 発売中〜平成30年8月31日㊎
※各種売り切れ次第終了
ソシオ流通センター、熊谷、武川、寄居、
発売箇所 羽生、
長瀞、秩父、御花畑、三峰口の各駅窓口、
秩父鉄道公式通販サイト
「ちちてつe-shop」、
イベント会場 等
発売価格 ①1,430円 ②各640円
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20

048-525-2283（平日9：00〜17：00 12/28㊍〜1/3㊌を除く）
通信販売の 秩鉄商事
お問合せ 「ちちてつe-shop」
で検索！ http://www.chichitetsu.jp

開園、
閉園時間は各園で異なります

JAちちぶいちご部会 ☎０４９４・２３・３５５７

お問い合わせ（秩父観光農林業協会）

食べ放題の料金は、
入園から30分間の料金です
食べ放題
期間
小学生以上
小学生未満

1/1〜2/末日

￥1,700

￥900

3/1〜４/10

￥1,500

￥800

4/11〜終了まで

￥1,200

￥600

50

100

標準料金表（税込） お問い合わせの上お越しください
詳しくはこちら

15

10

株式会社ベンチャーウイスキー
秩父蒸溜所
埼玉県秩父市みどりが丘49
0494-62-4601

※ウイスキーの販売や見学は
行っておりません

30

バー を一軒一軒 回って ︑バー テン
ダーの意 見に耳を 傾けた︒なんと
２ 年 間で延べ２０００ 軒 ︑６００
０杯を飲んで自社のウイスキーに
反映させていったという︒
実家のウイスキー貯蔵庫には最
盛 期 ︑４０００ 樽が並んでいたと
いわ れ る ︒今 ︑ベンチャ ー ウ イ ス
キーには６０００樽が眠る︒﹁ウイ
スキーってロマンチックな 飲み 物
だと 思うんです︒熟 成に少なくと
も３ 年 ︑長いものでは 年という
時間を必要とする︒
でも︑
それだけ
じゃない︒熟 成に必 要な 樽の木は

秩父
いちご狩り

年 ︑ 年という 時 間をかけて大
きく育ち︑手元にやってくる︒
そう
いう自然の恵みを頂く飲み物だと
思うと ︑さらに美 味しく感じませ
んか？﹂
そしてこうも 続ける︒﹁ 来 年 ︑秩
父の蒸溜所で初めて造ったものが
年 目を 迎えます ︒
一つの通 過 点
ですが︑楽しみなのは 年目︒
これ
を 世の中に出して飲めた時 ︑自 分
は 幸せな 人 生だったと ︑感じられ
るんじゃないでしょうか﹂︒

１月１日〜
６月中旬頃

採れたての
もう！
味覚を楽し

で︑冬の寒さは厳しい︒
このため短
期間でも熟成がしっかりと進むの
です﹂︒世 界で唯一というミズナラ
材の発 酵 槽に加え︑自 社オリジナ
ルの熟成樽にも同材料を使用︒﹁オ
リエンタルなフレーバーがする﹂
と
海外で評判だ︒
今では 日 本 を 代 表 する ウイス
キーの一つとなったが︑歩みは平坦
ではなかった ︒老 舗 酒 造の長 男と
して生まれた肥土さんは︑大 学 卒
業 後サントリーを 経て︑家 業を 手
伝うことに︒
しかし︑
バブル景気の
後 退に 伴い経 営は 危 機 的な 状 況
に陥っていた ︒自 主 再 建を 目 指し
たが叶わず︑２００４ 年には会 社
の売 却が決 定 ︒売 却 先に突きつけ
られた 条 件は﹁ 在 庫のウイスキー
は 全て廃 棄すること ﹂だった︒﹁ 売
れない・熟成に時間がかかる︑
と当
時多くの醸造元がウイスキー事業
から 撤 退していた 時 期でした ︒で
も 僕は 可 能 性を 秘めた 飲み 物 だ
と 思っていたし ︑祖 父の時 代から
造 り 続けて熟 成 年を 迎える 樽
もあった︒ 歳 目 前の子 供を 見 捨
てるようなことなんて︑
できないと
思ったんです﹂︒
﹁ 自 分が守るしかない﹂︒樽の預
かり 先を 求めて奔 走し ︑どうにか
福 島の酒 造 元の貯 蔵 庫を 借 り る
と︑退職︒現会社を立ち上げ︑
ゼロ
からの再出発を果たした︒
その後 本 場スコットランドへ製
造 方 法を 学び直しに行ったほか︑

❶
●
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