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長瀞火祭り

沿線情報

ち て

秩父地方で育まれた信仰行事「火祭り祈願」
を再興した、
「柴燈大護摩・火渡荒行」。天にも
届く勢いの業火は見所の一つ、
その中へ護摩
札を抱えた修験者が気合とともに飛び込んで
いきます。

つ

3月4日㊐
開催場所 長瀞町 宝登山山麓 火祭り会場
交通
長瀞駅から徒歩15分
お問合せ 長瀞火祭り奉賛会
0494-66-3424
開催日

No.05 / Letʼs Enjoy “CHICHITETSU”
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満願虚空蔵菩薩 大般若会

秩父路に春を告げる、恒持神社の例大祭
です。江戸時代から伝わる勇壮な山車が曳
き回され、夜には花火が打ち上げられます。

丑・寅年の守り本尊である虚空蔵菩薩が
祀られている天正寺は、寄居の虚空蔵様と
して広く信仰されています。大般若会では、
家内安全・開運厄除・商売繁昌などを祈祷
いたします。

開催日時 3月11日㊐8：00頃〜15：00頃

開催場所 秩父市 恒持神社

開催場所 寄居町 天正寺
お問合せ 天正寺

秩父ミューズパーク梅園は、面積1.5ha、
白
加賀、野梅、豊後など15種類、約600本の
梅が咲き誇ります。梅まつり当日は綿菓子
販売やそば打ち実演などが行われます。

日本王朝の厳粛な儀式である
「庖丁式」
を
再現する儀式です。雅楽の調べが流れるな
か、烏帽子と直垂姿で包丁を操る姿は、
ま
さに平安絵巻そのものです。
開催日 3月25日㊐
開催場所 秩父市 秩父神社
交通
秩父駅から徒歩5分
お問合せ 秩父神社
0494-22-0262

3月11日㊐

交通

秩父駅から循環バス利用

お問合せ 秩父ミューズパーク管理事務所

0494-25-1315
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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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秩父鉄道全線において、Suica（スイカ）、PASMO
（パスモ）等のIC乗車券は
ご利用になれません。
あらかじめご了承ください。

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
http://www.chichibu-railway.co.jp
（パレット）
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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1,440円

小児720円

発売箇所 秩父鉄道 寄居駅
発売金額 大人1,030円

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

ながとろ満喫きっぷ

●長瀞フリー区間（樋口〜上長瀞）乗り降り自由

発売箇所 秩父鉄道 寄居・御花畑駅
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発売箇所 秩父鉄道 各駅

発売日より2日間有効

上長瀞

event information

発売当日限り有効
発売期間 土曜、日曜、祝日（通年）、2月・3/21〜3/31の毎日

発売期間 通年

親鼻

駅からぶらり・寄居駅

秩父路遊々フリーきっぷ

発売期間 土曜、日曜、祝日（通年）、2月・3/21〜3/31の毎日

四條流庖丁式

開催日

詳しくは駅設置の専用パンフレットをご覧ください

発売当日限り有効

秩父ミューズパーク 梅まつり

開催場所 秩父ミューズパーク 梅園

きっぷ提示で割引や特典が
受けられます♪

●フリー区間（長瀞〜三峰口）乗り降り自由

寄居駅から徒歩25分
048-581-0476

交通

※急行列車やSL列車にご乗車の場合、
別途料金が必要です。

ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ

開催日時 3月13日㊋13:00〜

秩父駅から西武観光バス定峰行
もしくは皆野行利用「学校前」下車
お問合せ （一社）秩父観光協会 秩父支部
0494-21-2277
交通

きっぷ情報

●秩父鉄道全線1日乗り降り自由

山田の春祭り

野上
長瀞

キ ミに 見 せ たい
景 色が ある ん だ
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048-523-3313（平日9:00〜17:00）

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30年2月16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。

キミに 見 せ た い
景 色 が あるん だ

ＳＬは旅の楽しみが目的地に着く
過程にあることを教えてくれる

3/ ㊏
31

いのちの芽ぶき 蒸気にけぶる山里

1 演奏でお出迎え

SL出発時（熊谷駅ホーム）やSL車内でジャズ演奏、三峰口駅
ホームにて秩父屋台囃子の演奏をお楽しみいただけます♪

心を揺らす そのひとときを

キ ミに 見せ たい
景 色があるんだ

「秩父鉄道
オリジナル
ソング」が
お披露目♪

君と分かち合いたい

2 沿線キャラクターがお出迎え

熊谷駅ホームにパレオくん＆パレナちゃん、沿線キャラク
ターが登場!!途中駅にも登場します♪

3 ヘッドマークなど特別仕様でお出迎え
特別ヘッドマーク、サボ（客車案内板）、
日章旗を掲出して運転
ご乗車の方に特別乗車記念証プレゼント ※なくなり次第終了

※当日熊谷駅ホーム上は大変混雑します。
イベントを
ご見学される方は列車にご注意ください
※状況により一部内容を変更する場合があります

＼こちらもcheck！／

※去年の様子

「ＳＬ運行記念入場券」発売！
発売期間 3月31日㊏〜12月9日㊐

発売箇所 SL停車駅8駅、
ちちてつe-shop
※各駅割り当て無くなり次第終了
発売価格 各170円
（ちちてつe-shopでは
仕様

ＳＬ車内記念スタンプ・
ＳＬパレオエクスプレスの
停車駅記念スタンプを押そう！ ぬりえを応募しよう

※イメージ

SL運行期間中は、SL車内やSL停車駅に
記念スタンプを設置しています。SL乗車
記念証やスタンプ台紙にスタンプを押し
て記念に持ち帰ることができます♪

3月中旬よりＳＬパレオエクスプレス
のぬりえを設置します。5月19日㊏の
わくわく鉄道フェスタ2018当日、会
場にぬりえ作品を持参するとちょっ
ぴりプレゼント！
設置駅

秩父鉄道各駅

※作品は、後日ＳＬ車内に展示されます
※詳細はぬりえ裏面をご覧ください

秩父鉄道沿線キャラクターわくわくスタンプラリー開催
開催期間 3月21日㊌㊗〜5月19日㊏

（ムジナもん）、行田市（こぜにちゃん・フラべぇ）、熊谷（ニャオざ
スタンプ設置駅 羽生

ね）、武川（ふっかちゃん）、寄居（乙姫ちゃん）、長瀞（とろ君）、皆野
（み〜な）、秩父（ポテくまくん）、御花畑（ブコーさん）
【8：00〜18：00】
★芝桜期間限定で、芝桜の丘にも特別スタンプ（ポテくまくん芝桜Ver）を設置します！
参加方法 ❶スタンプを3つ集めよう
❷スタンプ設置駅で引換すると
「コースター」
プレゼント
❸さらに5月19日㊏わくわく鉄道フェスタ2018
当日会場内で引換すると
「レジャーシート」
プレゼント

SLの乗車方法、3月4月の運行スケジュール・運行時刻表はP12をチェック！

※詳細については、3月中旬頃設置予定のスタンプラリーパンフレットをご覧ください

春のＳＬイベント情報

4月1日㊐ ＳＬイースターエクスプレス

マミーマート
・キョロちゃんデザイン入り特別ヘッドマーク掲出
×
森永製菓
・特別乗車記念証プレゼント
・車内イースターじゃんけん大会（くだり熊谷-長瀞間）
★熊谷駅、長瀞駅にキョロちゃん登場！
（SL出発時）
★長瀞駅前で森永製菓による甘酒試飲（11：00〜なくなり次第終了）
★長瀞駅前で駅員なりきり撮影会（11：00〜14：30頃）

4月7日㊏ ＳＬちちぶストロベリーエクスプレス

・特別ヘッドマーク掲出
・特別乗車記念証プレゼント
（くだり熊谷-秩父間）
で秩父地域のいちご試食・PR ※なくなり次第終了
・車内
協力：埼玉県、秩父観光農林業協会

【ＳＬに関するお問合せ】秩父鉄道ＳＬ係
03

セット販売）
SL型カラ―硬券入場券、
ポストカード台紙付き

4月8日㊐ ＳＬさくら号

・特別ヘッドマーク掲出 ・特別乗車記念証プレゼント

4月21日㊏ ＳＬパレオdeイタリアンランチ〜SALVAGE〜

・予約者限定イベント
（くだり熊谷-三峰口間）
SL客車一部ボックス席仮設テーブルでイタリアンランチ
＜予約方法：3月22日㊍〜WEB予約 ※定員に達し次第終了＞
・特別ヘッドマーク掲出
食事提供：
RESTAURANT&BAR SALVAGE

※イベント内容は急きょ変更となる場合があります

048-523-3317

9:00〜17:00

※イメージ

「SLパレオエクスプレス」のはじまり
C58363は、昭和19年2月19日川崎車両で製造された
蒸気機関車で、現役時代は東北を中心に活躍。
引退
後は鴻巣市の小学校校庭で余生を送っていたが、昭
和63年3月開催のさいたま博覧会にあわせて
「SL運
行を！」
の声があがり、
その大役に抜擢。復活後は
「秩
父路のSLパレオエクスプレス」
として活躍し、2018年3
月には運行30周年をむかえ、秩父路観光になくては
ならない蒸気機関車として愛されている。
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キミに 見 せ た い
景 色 が あるん だ

ファン垂涎の光景はこちら！

SLの転車

13:20〜
13:30頃

10:00頃
入線

おすすめ！フォトスポット

SLの旅がスタート！

熊谷駅出発

荒川橋梁とSL
荒川に架かる鉄道橋。全長167ｍ、高さは
20ｍと壮大なスケールを誇り、車窓からは
美しい秩父の山々を見渡すことができる。
SL撮影にも最高のロケーションで、河原
から見上げれば、荒川橋梁を力強く走る
姿をカメラに収めることができる。

終点の三峰口では、SLが転車を行う姿が見られる。往復
運転のために客車を一旦切り離した後、機関車をぐるり
と来た方向へ回転させるもので、転車台のダイナミック
な動きに目が離せない！往復乗車であれば1時間ほど自
由時間ができるので、
ぜひ堪能してみて。

SLの始発は熊谷駅。乗車券とSL整理券（自由席）
もしくは
SL座席指定券を持って、
レトロな雰囲気漂う改札へ。IC
カード全盛の鉄道交通の中で、乗車券を駅員さんと直接
やり取りする体験は新鮮そのもの。
ホームに停車中のSLと
写真撮影するのも一つの楽しみだ。

※当日の運行状況により、記念撮影や見学ができない場合もあります。
あらかじめご了承ください

三峰口

御花畑 秩父
（芝桜）

皆野

荒川橋梁

WATAGE
おはなばたけ

ちちぶ

おおのはら

抹茶とあずきの
フレンチワッフル
640円
（税別）

長瀞

寄居

PNB-1253
みなの

おやはな

茶夢

かみながとろ
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かみながとろ

ながとろ

カフェラテ520円
（税込）

至羽生→

かみくまがや

くまがや

そしおりゅうつう
せんたー

具だくさんシーフードの
トマトクリームパスタ
Aセット
（サラダ・ドリンク）
1,600円
（税込）
ケーキは＋320円〜

ダブルベリークロワッサンワッフル
700円
（税別）

ひつまぶし風わらじかつセット
［限定商品］900円
（税別）

おやはな

熊谷

カフェ・ド・リッチ

ちゃーむ

武州豚のショルダー
ハムガレット
930円
（税込）

秩父おなめとしゃくし菜のピザ
［限定商品］930円
（税別）

武川

抹茶ラテ
＋ホイップクリーム
＋チョコレートソース
＋玄米
480円
（税込）

スイーツ好きには
たまらない！

そば粉の香りに
ふんわり包まれて

専門店ならではの
濃厚な味わい

正統派へのこだわりに
ファンが集う

たっぷりの甘いクリームに、甘酸っぱいフ
ル ー ツやアイスリー ム の 取り合 わ せ 。
WATAGEには、数種類あるこのワッフル目当
てにやってくる女性客も多い。木目調の居心
地の良い店内には本格的な石釜もあり、
しゃくし菜など秩父産の食材を使った熱々
のピザも楽しめる。

上質な時間を落ち着いた空間で楽しめる、
ギャラリー併設のブックカフェ。写真集や
アート作品を中心に、選び抜かれた古書な
ど多数並ぶ。食事・デザート問わずガレット
の種類が豊富で、中でも
「武州豚のショル
ダーハムガレット」
は肉の旨味と塩気が卵黄
とまろやかに絡み、思わず笑顔になる一品。

長瀞で50年以上続くお茶の専門店「お茶の
新井園」
が新たにオープンさせたテイクアウ
ト専門店。
自社で扱う静岡や狭山の高級茶
を贅沢に使った抹茶ラテや、秩父の２大名
物である、豚 のみそ漬けとしゃくし菜を
ギュっとパンに閉じ込めた宝登（ほど）
サンド
が人気。

1981年創業以来、地元の人々に広く愛され
てきた老舗のカフェ。ゆったりとした音楽が
流れ、昭和の懐かしい味わいを楽しめる。
コーヒーは2年以上熟成させた豆のみを使
うというこだわりぶり。デザートは隣接する
洋菓子店のケーキの中から選んで食べるこ
とができる。

WATAGE
埼玉県秩父市宮側町6-4
0494-26-6889
11:30〜24:00
休 火曜
秩父駅から徒歩1分

PNB-1253
埼玉県秩父郡皆野町大字下田野1253-1
0494-62-6323
11:00〜19:00 ※冬期は18:30まで
休 水曜、
第1・3木曜
親鼻駅から徒歩10分

茶夢（ちゃーむ）
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1547-4
0494-66-0330
10:00〜18:00
休 木曜
上長瀞駅から徒歩2分

カフェ・ド・リッチ 本店
埼玉県熊谷市河原町2-196
048-525-1543
8:00〜21:30
休 なし
熊谷駅から徒歩10分

宝登サンド
350円
（税込）
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キミに 見 せ た い
景 色 が あるん だ

熊谷

皆野

思わずパシャっとしたくなる
長瀞

江戸時代から知られる桜の名所

ハイキングで楽しみたい

熊谷桜堤と菜の花

美の山公園の桜

熊谷駅南口から徒歩5分と近く、荒川大橋付近
から下流へ向かって約2キロにわたってソメイ
ヨシノの桜並木が続く。土手には鮮やかな黄色
の菜の花が一面に広がり、桜との見事なコント
ラストに目を奪われる。4月上旬には熊谷さくら
祭も開催。 ●見頃は3月下旬〜4月上旬

標高581.5ｍの蓑山
（美の山）
山頂付近の公園
に、
ヤマザクラを中心にソメイヨシノやサトザク
ラなど約8,000本の桜が広がる。展望台もある
山頂は見晴らしも良く、広場でお花見をしなが
ら武甲山や両神山など、秩父の山々を一望する
ことができる。 ●見頃は4月中旬〜5月上旬

お問合せ

熊谷市観光協会
048-594-6677

急行でラクラク

お問合せ

皆野町産業観光課
0494-62-1462

急行さくら号運転

沿線の桜の見頃に合わせて、急行列車を「清雲寺しだれ桜」最寄りの「武州中川駅」へ臨時停車いたします。
急行さくら号・武州中川駅臨時停車
臨時停車日 4月7日㊏、
8日㊐

秩 父 荒 川 地 域 のし だ れ 桜
清雲寺

くだり
急行
9:31
9:51
10:13
10:27
10:44
10:48
10:53
11:01

主な
停車駅
羽 生
熊 谷
寄 居
長 瀞
御花畑
影 森
武州中川
三峰口

※臨時停車は変更になる場合があります
※急行列車ご乗車の場合、乗車券の他に急行料
金（大人200円、小児100円）
が別途必要です
※3/24㊏〜4/8㊐まで急行列車に特別ヘッドマー
クを掲出して運転いたします

見 頃：3月下 旬 〜 4月中旬

埼玉県指定天然記念物
のエドヒガンザクラは、樹
齢600年。堂々とそびえ立
つ姿は見ごたえ十分です。

運転時刻

急行
8:18
8:38
9:03
9:19
9:37
9:40
9:46
9:54

桜のある風景

秩父札所29番 長泉院

長瀞の春の“顔”北桜通り

日本さくら名所百選に選ばれる、長瀞の
代表的な桜並木。長瀞駅から高砂橋へと
荒川に沿って続く北桜通りに、400本の桜
が咲き誇る。長さ約2.5ｋｍの桜のトンネル
が並木道をあでやかに彩り、見る者を楽し
ませてくれる。
サイクリングもおすすめ。
●見頃は4月上旬〜中旬

秩父荒川しだれ桜まつり
3月24日㊏〜4月15日㊐

ライトアップは3月30日 、31日 、
4月6日 、7日 18：00〜20：30

おすすめ
ツアー
期日

3/30〜4/8の間に、清雲寺内
の観光案内所で秩父鉄道線
内のきっぷを提示すると、オリ
ジナルデザインの「シール」と
「木札ストラップ」をプレゼント
※なくなり次第終了

秩父路 桜紀行

入口にあるシダレザクラは「よみがえりの
一本桜」
と呼ばれ、清雲寺のシダレザクラ
の子を移し植えたものと言われています。
問 秩父市荒川総合支所地域振興課
0494-54-2114

旅行代金 大人6,980円
（交通費・昼食費）

お問合せ 秩父観光ツアーセンター
048-525-3701
3月21日㊌㊗、26日㊊、31日㊏ 〈企画・実施〉秩父観光興業㈱ 埼玉県知事登録旅行業2-109号

八重桜の美しさを堪能

通り抜けの桜

搾りたて
醤油と
もろみの
お土産付

宝登山の麓にたたずむ長瀞不動寺。
その裏山の遊歩道に華やかな八重桜
を中心とした大輪の桜が咲き誇る。31種類、500本の桜を見ながらゆったり
と春の訪れを感じたい。夜にはライトアップされ、幻想的な雰囲気の中で夜
桜見物も楽しめる。
●開園期間は4月14日㊏〜4月30日㊊㊡ ※開園中は有料

長瀞桜まつり2018 ●3月24日㊏〜4月30日㊊㊡

長瀞町内にはこのほか「法善寺しだれ桜」など桜の見どころ
スポットがたくさん！ライトアップやハイキングなどのイベントも満載。
お問合せ （一社）長瀞町観光協会
0494-66-3311

07
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2

1

落ち着きある喫茶店で一息

仕入れた豆を自家焙煎したブレンドコーヒー
をいただける。バナナパフェは、珍しいメロン
風味で爽やかなおいしさ。こだわりのコー
ヒーカップが、美術館のように壁に並べてあ
り、見ていて飽きない。店内には、落ち着いた
音楽と柱時計の音が心地よくあわさり響いて
いる。時間を忘れてのんびりできる空間で思
わず長居してしまう。

おいしくてヘルシーなスイーツ

明治15年より続くこんにゃくと、
ところてん
工場が併設したゴリゴリカフェ。生ところて
んや、伝統製法のこんにゃくを使ったスイー
ツを提供している。
いろんな味が楽しめて新
感覚の美味しさ。
つい食べ過ぎても低カロ
リーで嬉しい。

ところてんスイーツ
（黒みつきな粉）
250円
（税込）

GORIGORI CAFE
（ゴリゴリ カフェ）
埼玉県大里郡寄居町桜沢482-1
048-581-0121
11:00〜17:00
休 月曜、
日曜不定休
寄居駅から徒歩10分

寄居駅

296

こんにゃくスイーツ
（さくら）
400円
（税込）

春は出会いの季節。
1 GORIGORI CAFE

寄居町立図書館

洗濯船
埼玉県大里郡寄居町寄居984
048-581-4097
10：30〜22：00
休 不定休
寄居駅から徒歩5分

寄居町役場
高線

JR八

道

鉄
秩父

寄居町には、
たくさんの品種の桜が咲きほこる。
春の訪れを感じながら、
素材にこだわった
ごはんや心安らげるカフェに

寄居駅

上線

東武東

出会ってみませんか。

西念寺
5 今井屋

玉

淀

正樹院

駅

鉢形城の桜

296

エドヒガン

190

推定樹齢は150年を超え、
3月末になると笠鉾状の
洗濯船ブレンド
500円
（税込）

3

バナナパフェ
850円
（税込）

のどごしの良いうどん

30

30

枝一杯に花が咲き誇る桜。

浄心寺

2 洗濯船

淡紅色の花と青い空が美しい。
3 うどん 熊五郎

荒川

30

寄居ハーブ「エキナセア」
を練り込ん
だ緑麺「寄居うどん」発祥の店。塩を
使わず作られたこだわりのうどんは、
身体に優しい。
コシが強く食べ応えが
ある一品。
日替わりメニューもあり、
何
度も通いたくなる。気さくな店主の丁
寧な接客で居心地がよい。

5
雀宮公園

正喜バル 4

鉢形城跡

甘じょっぱいタレがたっぷり染みたかつ
丼が人気のお店。揚げたてのカツとタレ
が染みたご飯はクセになる美味しさ。器
の蓋が閉まりきらないくらいの大きさで
空腹時にぴったりの一品。

鉢形城公園
ざるうどん
500円
（税込）

うどん 熊五郎
埼玉県大里郡寄居町大字寄居992
090-8872-3496
12：00〜14：00
（売り切れ次第終了）
休 土曜、
日曜、
祝日
寄居駅から徒歩11分

4

今井屋
埼玉県大里郡寄居町寄居1236-1
048-581-0464
11:00〜14:00、
16:00〜17:00
（予約のみ）
休 日曜、
祝日
寄居駅から徒歩3分

薪窯ピザが食べられる

薪窯で焼いたピザとお酒が楽しめる
イタリアン。店内は、外壁や床に木を
多くあしらいスタイリッシュだが、温か
みのある空間。焼きたてのピザは、ほ
んのり薪の良い香りで美味しい。

かつ丼
850円
（税込）

正喜バル
（ショウキバル）
埼玉県大里郡寄居町寄居582
048-577-5866 17:00〜23:00
休 不定休
寄居駅から徒歩13分

09

何度も食べたくなる美味しさ

マルゲリータ1,000円
（税込）

08

イ- -

宝登山小動物公園 開催

イ
ント
べ
スタ

2018.3 March

ながとろ
日和

宝登山小動物公園
交通

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７分

営業時間 9：40〜16:30

料金

お問合せ 宝登山小動物公園

おとな430円／こども
（3歳以上）220円
0494-66-0959

「とろ太くんのエッグハント2018」

イースター限定オリジナル缶バッチ
イースター期間限定の
オリジナル缶バッチを販
売！たまごカプセル入り
で、缶バッチの絵柄は開
※イメージ けてからのお楽しみ！

園内をまわり、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！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、
オリジナルキャンディーをプレゼント♪
開催期間 3月24日㊏〜5月6日㊐
対象
入園者全員 ※なくなり次第終了

販売期間 3月24日㊏〜5月6日㊐

イースター限定イベント「うさぎのなでなでたいむ♪」
ふ

料金

イースターの象徴である
「うさぎ」のふれあい時間を
設けます。実際に触ったり、
おやつ体験ができます。

わ
わふ

開催日

無料（入園者対象・大人の方も参加可能）

※おやつ体験は、別途料金（100円）
がかかります

協力：森永製菓㈱

SLイースターエクスプレス×宝登山小動物公園
条件を満たすと、
お菓子＆メッセージカードをプレゼント♪
詳細については、
PALETTE4月号でご案内します。

※なくなり次第終了

HODOSAN
FOUR LEAF GARDEN

4月1日㊐

開催時間 13：00、
14：00、15：00（各回15分程度）
料金

１つ100円（ガチャマシーンでの販売）

昨年大好評だった
「四つ葉のクローバー」
をテー
マとした気軽に立ち寄れるガーデンスポット
「宝
登山フォーリーフガーデン」
が、
本年もオープン！
期間 3月24日㊏〜11月30日㊎

場所 宝登山山頂
（宝登山ロープウェイ山頂駅前）
☆クローバー専用花壇でお客様が四つ葉の
クローバーを探し、1人1つ摘み取り、
お持ち帰りすることができます

に咲く。
埋め尽くすよう
白い花が枝を
旬。
旬から4月中
。
見頃は、3月下
い花をつける
白
に
岩陰
荒川流域の
地。
北限の群生

長瀞ラインくだり
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」。
2018年の営業は、3月10日よりスタートする。
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3月下旬から4月中旬にはユキヤナギが荒川流域の岩陰に白い花をつける。
和船に揺られながら太古の大地「岩畳」に隠れる可憐なユキヤナギを
見つけ、春の訪れを感じてみよう。

梅百花園

長瀞宝登山

〜3月下旬頃まで
交通
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
見頃

ヤ
ユキ

※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

長瀞宝登山梅まつり2018
開催期間 2月24日㊏〜3月11日㊐
（予定）

宝登山山頂（宝登山ロープウェイ山頂駅前）
◆写真でお得！
！
（まつり期間中）
宝登山ロープウェイ山頂駅前のボード写真を撮って、
協賛施設で提示を
すると、
お得なサービスが受けられます
場所

◆無料シャトルバス毎日運行
（3月4日㊐を除く）

長瀞駅前⇔宝登山ロープウェイ山麓駅間で、
無料のシャトルバスを運行
（9：30〜16：00頃 15〜30分間隔で運行）

◆臨時案内所設置
（まつり期間中の土日

3月4日㊐を除く）
宝登山ロープウェイ山頂駅前に地元観光ガイドによる案内所を設置
（10：00〜14：30）

☆ハイキングもおすすめです。
詳しくはP13ハイキングスケジュールをご覧ください
11

ナ

ギ

旬の膳「宝登の春」
菜花とほたるいかの酢味噌がけ、
ふきの唐・たらの芽・秩父舞茸
の天ぷらをメインに春野菜と国産鶏のせいろ蒸し、笹小鯛の
茶飯、独活と若芽のお吸い物、春彩りパフェの
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 と
なっています。
1日限定30食 ¥1,740
（税込）
3月1日㊍〜4月22日㊐

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

※イメージ

営業期間 3月10日㊏〜12月4日㊋

9:00〜16:00頃（5〜20分間隔で運航）

※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。予めご了承ください
☆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、時間指定での事前WEB予約を受付中！
（予約なしでも乗船可能）
全 約6kｍ（約40分）
¥ A B 各約3kｍ
（各約20分）
※おとな…中学生以上
おとな1,600円／こども800円 おとな3,000円／こども1,400円 こども…3歳以上
交通

長瀞駅から徒歩1分

お問合せ 長瀞ラインくだり本部

0494-66-0950

３月のトロの日
長瀞ラインくだりご乗船の女性のお客
様先着30名様に「はな薫るタオル＆
ソープセット」
プレゼント
開催日 3月16日㊎ ※なくなり次第終了

くじを引い
てプレ
チャンス！は ゼントの
ずれなし！

春キャン2018「さくらくじ」
期間中に長瀞ラインくだりご乗船の方先
着2,000名様に抽選で
「秩父錦」
「鮎パイ」
「さくらコースター」等プレゼント
開催期間 4月1日㊐〜4月15日㊐
※なくなり次第終了

10

2018.3
March

主催：秩父鉄道㈱

〜

2㊎

3/

4㊐

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 ）

【945kcal】
一般向・約8㎞／約3時間30分（施設での見学時間含む）

宝登山梅百花園と長瀞火祭りを訪ねる

4th

長瀞駅 9：00〜11：00 雨天決行・荒天中止 自由歩行

1ポイント
¥ 無料
長瀞駅→寳登山神社→表参道→あずまや→寳登山神社奥宮→宝登山山頂梅百花園→あずまや→
→長瀞駅
表参道→不動寺
（3月4日㊐長瀞火祭り見学）

当日受付

11㊐

3/

長瀞火祭り

弥生御膳 山田の春祭り散歩

〜割烹民宿旅館 やまぶき荘〜
2ポイント/交換可

大野原駅→廣見寺→秩父聖地公園→札所3番（常泉寺）→
恒持神社（山田の春祭り）→やまぶき荘（食事）→【専用バス】→秩父駅

11㊐ 秩父ミューズパーク梅まつりハイキング

¥

3,500円（含食事代）

※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
山田春祭り

特別企画ハイキング 協力：秩父ミューズパーク管理事務所

3/

一般向・約9㎞／約3時間【840kcal】

当日受付

※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
☆ミューズパーク展望台でジオガイドによる解説があります

運行日

ミューズパーク梅園

秩父札所ハイキング
やや健脚向・約13㎞／約4時間
㊐
18
2018秩父札所めぐりハイキング（第1回）
・
無料
和銅黒谷駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行 1ポイント/交換可
3/21㊌㊗
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）→

【1,035kcal】

3/

主な停車駅
熊 谷
武 川
桜 沢
寄 居
野 上
長 瀞
皆 野
秩 父

時刻

10：45着
11：06着
11：22着・発
11：53着
12：03着
12：24着
12：57着

10：18発
10：48発
11：17発 ※イベント内容は、
急きょ変更になる
場合があります。あらかじめご了

承ください
11：58発
各自お求
12：10発 ※乗車区間の乗車券は、
めください
12：40発 ※停車駅でお買い物をされる際は、
入場券が必要です

とびだす

バースデーカード型の記念乗車券です！ ※なくなり次第終了です

① 3月24日㊏ バースデーイベント先行発売！ ② 3月25日㊐〜
熊谷・桜沢・寄居・長瀞・皆野・秩父・
・熊谷駅ホーム専用ブース
（9:00〜10:00)
御花畑の各駅窓口、
ちちてつe-shop
・バースデーイベント列車内
発売価格 780円
仕様 ・大人片道 桜沢→540円区間 1枚
・大人片道 皆野→240円区間 1枚
発売期間
・
発売箇所

開催中！

新発売！

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣にゲストキャラクターを加えた
『32キャラクター』
の特製スタンプを各事業者にて設置中。
全国を巡っていろいろな鉄道むすめに会いに行こう！
開催期間 開催中〜5月31日㊍まで
※秩父鉄道では長瀞駅に
「桜沢みなの」
スタンプを設置（8：00〜18：00）

鉄道むすめ「桜沢みなの」グッズ
鉄道むすめ「桜沢みなの」のイラストを使用した
新グッズ、
お菓子が登場！ ※なくなり次第終了です
発売期間 ① 3月24日㊏ バースデーイベント先行発売！
・
発売箇所 ② 3月31日㊏〜

羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、
御花畑の各駅窓口、
ちちてつe-shop
（税込）
／メモ帳 250円
（税込）
／
発売価格 缶バッチ 200円
さくらプリン 330円
（税込）
鉄道むすめ
「桜沢みなの」
※さくらプリンは①、
e-shopのみ

©2005TOMYTEC

25㊐ カタクリの道から鐘撞堂山へ

やや健脚向・約9㎞／約4時間【1,170kcal】

SL特集は
P02〜

雨天決行・荒天中止 自由歩行 1ポイント/交換可
¥ 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

波久礼駅 9：00〜10：10

当日受付

※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

第1４回

秩父いってんべぇウオーキング2Ｄａｙｓ
開催日：4月7日㊏・8日㊐

2018年
秩父札所めぐりハイキング

札所25番（久昌寺）

申込方法、
集合場所、
受付時間、
歩行コース等
については、
事務局へお問合せください。
秩父いってんべぇウオーキング2Ｄａｙｓ実行委員
会事務局
（秩父市観光課内） 0494-25-5209

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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あたたかな春の訪れとともに、秩父
札所めぐりハイキングを3月から8回
シリーズで実施いたします。

イラスト：宙花こより

札所4番（金昌寺）

秩父路峠道ハイキング

3/

限定
500セット

「桜沢みなの」4thバースデー記念乗車券

札所3番（常泉寺）→札所18番（神門寺）→大野原駅

※納経所は大変混雑しますので、納経希望の方は早めの出発をお願いします
※各寺納経所は、12：00〜12：30の間は休憩となります

運行区間 くだり熊谷-秩父間

・
「桜沢みなの」記念乗車券、新グッズの先行販売 ・皆野高校生徒による「ジビエバーガー」販売
・お土産、特別乗車記念証プレゼント
・
「桜沢みなの」グッズがあたる抽選会
・特別ヘッドマークの掲出、車内装飾
・
「桜沢みなの」コスプレイヤー登場
・
「桜沢みなの」等身大パネル車内展示、主要駅設置等身大パネルにバースデー装飾

¥

当日受付

3月24日㊏

なくなり次第終了です
イベント内容 ※各種数に限りがあります。

「つなげて！全国“鉄道むすめ”巡り」

1ポイント/交換可
¥ 無料
影森駅→巴川橋→秩父錦 酒づくりの森→札所24番（法泉寺）→武甲見広場→展望台→
ミューズパーク梅園（梅まつり会場）→秩父公園橋→秩父駅

影森駅 9：00〜10：30 雨天決行・荒天中止 自由歩行

ミューズパーク内食堂ピエリアの
コーヒー引換券プレゼント

秩父鉄道の鉄道むすめ「桜沢みなの」は、
3月24日㊏に4回目の誕生日をむかえます。
イベントに参加して一緒に誕生日をお祝いしましょう♪

【でんしゃdeマルシェ停車駅】

一般向・約4㎞／約1時間【350kcal】

大野原駅 10：30 雨天決行・荒天中止 団体歩行

要予約100名

バース
デーパーティー

※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
※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
※長瀞火祭りは3月4日㊐のみ開催です

秩父路食べ歩きハイキング

でんしゃ
deマルシ
ェ
桜 沢 みなの
運行

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ハイキング

3月は鉄道むすめ「桜沢みなの」バースデー

特別列車

2018年運転
鐘撞堂山頂からの眺望

ＳＬ運転日 3月・４月

※

赤 …土・休日時刻 緑 …平日時刻 青 …特別運転

秩父鉄道フリーハイキング
開催期間：3月21日㊌㊗〜11月30日㊎

羊山

ハイキングポイント
が1ポイントもらえる！

〈３月のポイントデー〉
３月28日㊌、
29日㊍
対象 宝登山コース
受付 野上駅
8：30〜10：00

今年は、
「 鐘撞堂山」
「 宝登山」
「 破風山」
「 美の山」
「羊山」
の全5コースを設定！各スタート駅から出発
して、
開催期間中の好きな日に歩くことができます。

詳しくは３月中旬に設置予定のパンフレットまたはホームページをご覧ください。
…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

※4月14日㊏、15日㊐は特別運転のため、運転区間・時刻や
チケット販売方法など通常と異なります
※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

3月 31日㊏
※15日㊐、
※
4月 1日㊐、
6日㊎、
7日㊏、
8日㊐、
14日㊏、
21日㊏、
22日㊐、
28日㊏、
29日㊐㊗、
30日㊊㊡

【ＳＬ運転時刻】
平日
くだり
のぼり
（ゆき） （かえり）
10：12
16：20
10：34
16：00
10：59
15：41
11：32
15：10
11：45
14：50
12：11
14：32
12：15
14：27
12：45
14：00

ＳＬ
停車駅
熊 谷
武 川
寄 居
長 瀞
皆 野
秩 父
御花畑
三峰口

休日
くだり
のぼり
（ゆき） （かえり）
10：10
16：18
10：33
15：58
11：00
15：39
11：37
15：13
11：50
14：55
12：15
14：36
12：19
14：31
12：50
14：03

秩父または御花畑〜三峰口間のＳＬ自由席車両に片道

ＳＬわくわくチケット ご乗車できるお得なチケットです
発売期間 12月9日㊐までのＳＬ運転日
発売金額

（くだり）

（のぼり）

秩父 三峰口または三峰口 秩父
大人790円 小児610円

■

（くだり）

（のぼり）

御花畑 三峰口または三峰口 御花畑
大人770円 小児590円

■

発売窓口 秩父・御花畑・三峰口駅
※当日、
ご希望の乗車駅窓口でお買い求めください。事前予約の必要はございません

【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
※詳しくは秩父鉄道ホームページをご覧頂くか、秩父鉄道SL係へお問い合わせください

【ＳＬに関するお問合せ】秩父鉄道ＳＬ係

048-523-3317

9:00〜17:00

※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
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応募締切

PRESENT

3/1〜3/31

アンケートに答えてプレゼントをGETしよう！

A

SLパレオエクスプレス

ペアご招待【SL整理券（自由席）2枚】

5名様

B

C

GORIGORI CAFE

こんにゃくスイーツ・さくら

柴崎マイさんサイン入り著書

「大人がもっとキレイに
なれるおしゃれの教科書」

2名様

3名様

特集で紹介したSLパレオエクスプレスの「SL整
理券（自由席）2枚セット」
を5名様にプレゼント！

9ページで紹介したGORIGORI CAFEの
「こん
にゃくスイーツ・さくら」
を2名様にプレゼント！

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。
検索

または

ついに今年もSLが走り出します！
秩父路に春の訪れを告げるSLの
汽笛、
ぜひ聞きに訪れてみてくださ
い。
「春の訪れ」
と言っておきながら
写真はPNB-1253の薪ストーブ。
３
月はまだ寒い日も続きます。薪が燃
えるパチパチという音を聞いている
と、暖かさが２割増しなような…？
やっぱり気分は大切ですね。
次号もぜひお付き合いいただけれ
ばと思います。

秩父鉄道 企画部
048-523-3313
平日9:00〜17:00

SL運行30周年を記念した
特別仕様の乗車券2種類 発売中！！

寄居町商工会のマスコットキャラクター
「乙姫ちゃん」の生みの親、柴崎マイさんに
作品や地元への思いを伺いました。
小 悪 魔 的なクッキリとした目 ︑
色香漂うふっくらとした唇など女
の子の魅 力がギュっと 詰まった寄
居 町 商工会のマスコットキャラク
ター﹁乙姫ちゃん﹂
は︑当 地 出 身の
イラストレーター・柴崎マイさんが
描いたものだ︒﹁乙姫ちゃん﹂
は︑鉢
形 城の内 掘・深 沢川にあったとさ
れる四十八釜︵すがま ︶
の
﹁竜宮伝
説﹂
から生まれたキャラクター︒
﹁ 看 板 や グッズな ど ができて ︑
徐々に地域に浸透してきているの
を 感じます︒商工会 青 年 部の方か
らコンセプトをいただき︑私の作風
に沿って創り 出したものなのです
が︑性 格や嗜 好などの設 定はこれ
か ら ︑と い う “発 展 途 上 の キ ャ
ラ”︒だからこそ︑色々な想 像をす

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。

定期購読のご案内

満 天 の星と雲 海 の 宿

❶ 夢とえがおをはこぶ SLものがたり記念乗車券
●

❶
●

※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、皆野、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
048-525-2283（平日9：00〜17：00）
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

※イメージ

人情 時代劇
華の舞踏 絵巻

座長

愛望美
あいのぞみ

公演スケジュール

3月1日㊍〜3 月14日㊌
観劇（お芝居弁当＋温泉入浴付き）
日帰りプラン

3,000円

（税別）

ご宿泊プラン

（ 観 劇 ＋１泊３食 ）

10,800円（税別）
〜

皆野駅・西武秩父駅から送迎あり
（予約制）

☎０４９４・６２・４３５５
秩父郡皆野町皆野３４１５
いこいの村ヘリテイジ美の山

る 楽しみがあるのかな ︑と 思いま
す﹂
﹁乙姫ちゃん﹂
の舞台となった鉢
形 城 跡は︑柴 崎さんの思い出 深い
場所でもあるという︒
﹁毎年８月第１土曜日に開かれ
る寄居玉淀水天宮祭の花火は︑本
当にキレイ︒東 京の友 人を 連れて
くると﹃こんなに近 くで見られる
の？﹄
と驚かれます︒
川には燈籠も
流れていて︑風情溢れる光景の中︑
家族と空を眺めながら屋台で買っ
た物をのんびり食べていましたね﹂
青 春 時 代は 秩 父 鉄 道で美 術 専
門予備校に通う毎日でもあった︒
﹁ 浦 和 ま で 片 道 １ 時 間 位 かけて
行っていました︒デッサンとデザイ
ンの勉 強の繰 り 返しの中で︑とに

❷ SL運行30周年記念乗車券〜秩父路を彩る〜（空編・山編）
●

かがやきつづける方に
インタビュー！
柴崎マイさん
（イラストレーター）

編｜集｜後｜記｜

「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。

ストーリー
第5回

14ページで紹介した柴崎
マイさんサイン入り著書
「大人がもっとキレイにな
れるおしゃれの教科書」
を3名様にプレゼント！

※ご乗車になる区間の普通乗車券は別途お買い求めください

秩父鉄道

きらり

かく 大 学に合 格したい︑と 必 死で
した︒
でも 電 車の中で同 級 生とお
しゃべりしたりして︑
それが楽しい
思い出にもなっています﹂
美術大学を卒業後は︑就職を経
て︑
フリーのイラストレーターに︒
現在は東京で雑誌や商品のイラス
ト を 手 掛 け る ほ か ︑単 行 本 の 出
版︑
セミナーの開 催と 幅 広い活 躍
を し ている ︒
﹁ 今 後 は ぜ ひ ︑乙 姫
ちゃんの絵 本を 作 りたいですね ︒
色々な竜 宮 伝 説がある中で︑寄 居
の伝 説とはど ういうものなのか︑
地域の歴史や文化をまちの人たち
が知るきっかけになるものを表現
できたら嬉しいです﹂
柴崎マイオフィシャルブログ https://ameblo.jp/kireinote/
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