
【SLに関するお問合せ】秩父鉄道ＳＬ係　 
　 048-523-3317　 9:00～17:00

※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

…土休日運転

…特別乗車記念証プレゼント

赤
…車内イベント

…特別ヘッドマーク掲出
    （先頭につけるマーク）

HM

10：10
10：33
11：00
11：37
11：50
12：15
12：19
12：50

16：18
15：58
15：39
15：13
14：55
14：36
14：31
14：03

くだり（ゆき） のぼり（かえり）
熊　谷
武　川
寄　居
長　瀞
皆　野
秩　父
御花畑
三峰口

ＳＬ
停車駅

土休日

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、下記へお問い合わせください。

【SLのご乗車方法】

● 3月2日㊏ SL秩父の酒造大集合号
・車内（くだり熊谷-三峰口間）にイチローズモルト、兎田ワイナリー、
秩父錦、秩父麦酒など、秩父の酒造が集合し、お酒の試飲・販売

● 3月3日㊐ SLひなまつりエクスプレス

「SL運行記念入場券」販売延長！

・車内（くだり熊谷-秩父間）でひなあられプレゼント
・ひなまつり パレオくんパレナちゃん登場（くだり熊谷駅出発時）

車内でフレンチランチ提供
1月23日㊌～WEB予約開始　※定員に達し次第終了

● 2月11日㊊㊗ SLバレンタインエクスプレス
・チョコレートをイメージし、「SL+EL505（茶色）+12系客車」での蒸電運転
・車内（くだり熊谷-秩父間）でチョコレートプレゼント

● 2月16日㊏ SL長瀞宝登山ロウバイエクスプレス
・ロウバイをイメージし、「SL+EL502（黄色）+12系客車」での蒸電運転
・当日SLご乗車の方、先着100名様にロウバイの苗プレゼント

長瀞町観光案内所前（長瀞駅前）にて2月16日㊏の特別乗車
記念証提示で引換（11:30～15:00）

● 2月23日㊏ SLパレオdeフレンチランチ
～ナチュラルファームシティ農園ホテル～

ＳＬヘッドマーク・イベント情報

開催日 3月3日㊐

【長瀞火祭りについて】
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。

開催日 3月23日㊏小雨決行※予備日24日㊐

発売期間
～3月3日㊐
発売箇所
SL停車駅8駅、
ちちてつe-shop
発売価格
各170円

（ちちてつe-shopでは
セット販売）

集合場所 行田市バスターミナル
（埼玉県行田市本丸3-5）

参加費 大人（高校生以上）1,000円
子ども（小中学生）500円

行田ふれあいポタリング&ウォーキング
2019

長瀞火祭り

急行秩父ウイスキー祭号

忍城、忍川沿い、古代蓮の里、さきたま古墳公園
など魅力溢れる行田の名所を自転車や徒歩で巡
ります。

お問合せ 行田市自治会連合会事務局
（行田市地域づくり支援課内）　
　048-556-1111（内線251）

お問合せ 秩父鉄道企画部 　
   048-523-3313（平日9：00～17：00）

申込み方法

交通 長瀞駅から徒歩15分

【今年も開運招福をお届けいたします】
お住まいが遠くて長瀞へ出かけられない、他に用
事が…というお客様に代わって御護摩を焚かせ
ていただき、開運招福をお届けいたします。ぜひご
利用ください。

ご希望の願意、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、
御護摩料を添えて下記「火祭り護摩係」までお申込
み下さい。御護摩料は、現金書留をご利用ください。

申込み先
〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地 
秩父鉄道株式会社 企画部「長瀞火祭り護摩係」宛
締め切り

掲出期間 2月15日㊎～17日 ㊐ 掲出車両 6000系1編成

第6回秩父ウイスキー祭開催に合わせ、特別ヘッ
ドマークを掲出します。

掲出期間 2月2日㊏～3月3日 ㊐
掲出車両 7500系1編成

【長瀞火祭りトレイン】
列車内にお焚き上げの写真などを展示し、ヘッド
マークを掲出します。

御護摩料 御護摩3,000円
御護摩（交通安全・車内用）3,000円
大護摩5,000円
特別大護摩10,000円

[御護摩の願意]（ご希望の願意をひとつお申込みください）
家内安全・商業繁昌・商売繁昌・事業繁栄・交通
安全・身上安全・災難消除・厄除・身体健全・当
病平癒・方位除・開運・良縁祈願・安産成就・入
学祈願・進学成就・心願成就・必勝

会場 長瀞町 宝登山山麓 火祭り会場

お問合せ 長瀞火祭り奉賛会　 0494-66-3424

2月21日㊍必着
・御護摩のお届けは3月8日㊎頃を予定しております
・日頃のご愛顧に感謝して、送料は秩父鉄道が
  負担いたします

主な停車駅
羽　生
熊　谷
寄　居
長　瀞
秩　父

時刻
9：30
9：54
10：15
10：30

　10：45着

☆2月17日㊐当日は秩父
　ウイスキー 祭開始時       
　間に合わせ運行します。
　ぜひご利用ください

※乗車券の他に急行料金
　（大人200円）が別途必要です

秩父各地の郷土獅子舞奉納（長
瀞駅前）秩父屋台囃子・居合抜
刀術奉納（火祭り会場）

練行（長瀞駅前から火祭り会場へ）
修験者の吹き鳴らすほら貝の
音にのり、獅子舞一行、一般奉
賛者による1,000名の練行
柴燈大護摩・火渡荒行奉修

（火祭り会場）

※どなたでもご参加いただけます。
　火渡りを行う際は裸足になります。
　服装等には充分ご注意ください

10：00～

12：20～

13：00～

一般奉賛者の火渡り14：00～

※当日会場でも御護摩の受付を行
　います

郷土獅子舞奉納（長瀞駅前）14：30～

【2月17日㊐時刻】

昨年大好評だった特別臨時列車「節分豆まきト
レイン」を今年も運行！途中駅では鬼退治をお楽
しみいただき、秩父駅では鬼・鬼パレオくん・鬼
パレナちゃんがお出迎え！鬼と一緒に秩父神社
「鬼やらい」へご案内します。邪気を払い、今年一
年の無病息災を祈願しましょう。

秩父鉄道に
今年の節分は「節分豆まきトレイン」
で鬼退治をしよう！
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予約者限定

【ＳＬ運転時刻】　

＜長瀞火祭り行事予定＞

秩父鉄道沿線event information 2019.2    February

が出現鬼

節分豆まきトレイン

停車駅
熊　谷
武　川
寄　居
野　上
長　瀞
皆　野
秩　父

時刻
11：14

11：32/11：33
11：54/11：55
12：08/12：09
12：12/12：36
12：58/12：59

13：11

【節分豆まきトレイン停車駅】

運行日 2月3日㊐
参加費 無料

集合・受付 熊谷駅 10:10～11:00

イベント内容
・熊谷～寄居間、寄居～大野原間、各区
間１駅ずつ駅ホームにて豆まきを行います
☆鬼がいる駅はシークレット！当日のお楽しみです！
・終点の秩父駅では、鬼・鬼パレオくん・鬼
パレナちゃん登場
希望者を秩父神社「昇殿正式参拝」と「鬼
やらい」へご案内
・秩父鉄道グッズが当たる「おたのしみ抽
選会」開催
・特別ヘッドマーク掲出、福豆・乗車記念
証プレゼント
・長瀞駅停車中、長瀞駅前の臨時売店に
て、恵方巻・秩父鉄道グッズ等を販売

※停車駅にご注意ください

※乗車区間の乗車券は各自お求めください

（途中駅からご乗車の方もイベントにご参加いた
だけます）秩父三社

トレインで開催

秩父三社の節分行事

2月3日㊐秩父三社
では節分行

事が行われ
ます。

ぜひ秩父地
域の特色あ

る行事に参
加し、

今年一年の「
福」を呼び込

んでみては

いかがでしょ
うか。

秩父神社 - 鬼やらい

赤鬼と青鬼が境内に登場し、平成殿より年男
と年女による鬼やらい豆まきが行われます。ま
た、神楽殿では福神舞が舞われ、福引も開催さ
れます。

交通 秩父駅から徒歩5分
お問合せ 秩父神社　 0494-22-0262

寳登山神社 - 節分追儺（ついな）祭

裃姿の年男と年女が豆まきを行います。また、
神社本殿の前では「蟇目（ひきめ）神事」と呼ば
れる神事が行われます。この神事は、神職が東
西南北・中央に向けて矢を射ることで、“邪気を
はらい、福を呼ぶ”といわれています。

交通 長瀞駅から徒歩15分
お問合せ 寳登山神社　 0494-66-0084

三峯神社 - ごもっともさま

裃姿の年男による豆まき神事が行われ、社殿
前に並んだ参加者が大きな声で「ごもっともさ
ま」と叫びつつ、巨大なごもっとも様を前上方
に突き出す珍しい神事です。

お問合せ 三峯神社　 0494-55-0241

交通 三峰口駅から 西武観光バス
「急行・三峯神社」行利用

秩父三社で
御朱印めぐり！！

秩父三社（寳登山神社・秩父神
社・三峯神社）で参拝し御朱印の
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。
開催期間 開催中～2月28日㊍

※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

※各種数に限りがあります。なくなり次第終了です
※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

※状況により一部内容を変更する場合があります
※やむをえず急きょ客車の牽引機が変更になる場合があります
※イベント開催時、車両の一部を貸切扱いする場合があります
※各種なくなり次第終了
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