2019.10
October

主催：秩父鉄道㈱
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自己体力にあった
コースをひとつ選んで
ご参加ください

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）

チャレンジハイキング

第18回

ロングウォークちちぶ路

雨天決行・荒天中止

自由歩行（矢印あり） 1ポイント

後援：NPO法人東京都ウオーキング協会 NPO法人埼玉県ウオーキング協会
協力：寄居町 寄居町観光協会 長瀞町
協賛：コカ・コーラボトラーズジャパン
（株） 丸紅フットウェア（株）
ICI石井スポーツ 森永製菓
（株）

長瀞駅 6：30〜10：00 ※17km・20km・27kmコースの参加受付は8：40までです

¥

完歩特典

無料

参加方法●専用参加申込書に記入のうえ、当日受付に提出してください。事前予約は必要ありませんので当日お気軽にご参加ください。
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19㊏

団体歩行

2ポイント/交換可

¥

00㊡ 17

一般向・約4㎞／約2時間【500kcal】

方はタオルをご持参ください

＼フリーハイキングコースとは異なるコースを歩きます／
秩父駅→【専用バス】→小鹿野町長若地区→札所32番（法性寺）→柿ノ久保林道→
札所31番（観音院）→観音茶屋→【専用バス】→札所33番（菊水寺）→【専用バス】→皆野駅

〜

2７㊐

10/

大野原駅→旧秩父橋→札所20番（岩之上堂）→札所21番（観音寺）→札所23番（音楽寺）→
秩父ミューズパーク 旅立ちの丘→スカイロード
（イチョウ並木）→秩父公園橋→秩父駅

秩父路峠道ハイキング

奥秩父・荒川の源流 入川渓谷ハイキング
雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印あり） 1ポイント/交換可

三峰口駅 9：00〜10：30

当日受付

2,000円（バス代）

※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 ※このハイキングコースは東京大学演習林のため、
同大学へ許可を得て入山いたします
※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

開催日：3月17日㊐〜11月30日㊏

詳しくは駅設置のパンフレットまたは秩父鉄道HPをご覧ください。

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！
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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入川渓谷

毎月16日はトロの日

長瀞ラインくだりに乗船された
お客様先着30名様へ
「オリジナル手ぬぐい」
をプレゼント
期日
10月16日㊌
※なくなり次第終了

長瀞ラインくだり
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞489-2
休 無休
長瀞駅から徒歩1分

コース
料金

宝登山小動物公園

来園した小学生以下のお客様先着100名様に
「ハロウィンのお面」
をプレゼント！

（こども）

全 約6kｍ（約40分）

1,800円（900円）

3,300円（1,600円）

※おとな…中学生以上 こども…3歳以上

0494-66-0950

※すべて税込

9:00〜16:00頃（5〜20分間隔で運航）

旬の膳
※イメージです

松茸御飯と土瓶蒸し

秋の食材をふんだんに使用した当店人気ナンバー1のお料理です。
おすすめは、松茸の出汁たっぷりの土瓶蒸し。
濃厚な松茸の香りが口いっぱいに広がり、
お好みですだちを絞れば、サッパリ召し上がれます。

…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

提供期間 9月21日㊏〜11月24日㊐

有隣倶楽部
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞704
11:00〜15:00
休 不定休
長瀞駅から徒歩10分

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

※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。予めご了承ください

長瀞ラインくだり

ご乗船のお客様先着1,000名様に
「ハロウィンマシュマロ」
をプレゼント！

A B 各約3kｍ（各約20分）

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。

ポイント …参加するともらえるポイント数です

時刻

※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、秩父鉄道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

「秩父名山」全5コース、
「秩父札所」全8コース

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

11月2日㊏〜12月1日㊐の土休日限定
始発6:00〜10:00まで20分間隔運転

期間

営業期間 12月4日㊌まで

三峰口駅→【専用バス】→川又→前田夕暮歌碑→渓流釣場→トロッコ軌道跡→入川取水口→
赤沢谷・入川本谷合流→（往路は復路の逆）→川又→【専用バス】→三峰口駅

「秩父鉄道フリーハイキング」開催中！

交換可

¥

やや健脚向・約10㎞／約4時間【1,065kcal】

予告

長瀞ラインくだり

※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
※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

¥

雲海観賞便の早朝運転

※長瀞駅〜ロープウェイ山麓駐車場間
無料シャトルバスあり
（要問合せ）

2019.10.27 sun

秩父札所第8回コース

秩父ミューズパークスカイロード
（イチョウ並木）

宝登山ロープウェイ山麓駅
0494-66-0258
¥ おとな
（往復）830 円
（往復）420円
こども
長瀞駅から徒歩20分

ハロウィンの飾りつけやスタッフが仮装をして、
みなさまをお待ちしております！

次回予告
11/13㊌〜11/17㊐
皆野駅 9：00〜10：30

¥ 2,500円（バス代）

10月21日㊊〜11月30日㊏

※天候等によりお楽しみいただけない
場合がございます

一般向・約12㎞／約3時間30分【1,050kcal】

秩父札所第7回コース

期間

秩父連山に沈む夕陽をお楽しみい
ただけるよう、最終便を繰り下げて
運転します。

NAGATORO HALLOWEEN

〜梁山泊〜

【960kcal】
一般向・約10㎞／約4時間（施設での見学時間含む）
23㊌ 秩父鉄道・ＪＲ東日本高崎支社合同ハイキング
秩父札所とイチョウ観賞ハイキング
10/2７㊐
雨天決行・荒天中止 自由歩行
（矢印なし） 1ポイント
大野原駅 9：00〜11：00
無料
当日受付

→10/21㊊〜11/10㊐

秩父駅 10：30
紅葉御膳と秩父蕎麦

秩父駅→【専用バス】→道の駅 龍勢会館→椋神社（龍勢祭自由見学）→貴布祢神社→
釜の上農園村（ワイン試飲）→【専用バス】→秩父西谷津温泉 宮本の湯→【専用バス】→秩父駅

フリーハイキング
「秩父札所」
（ポイントデー）

00 ㊡20

次回予告 11/10㊐

ます
3,500円（含食事代） ※飲物等は各自ご負担となり
※入浴ができます。
ご希望の

秩父駅 9：00〜10：30

10/

宝登山の夕方、
きらきらとオレンジのひかりが宝登山を染め上げる。
夕陽を見ていると、
こころが落ち着くように思えるのはなぜだろう。
長瀞散策の最後に、
まったりと夕日を眺めてみて。
秋がさらに深まる11月になると、早朝に秩父盆地を包み込む雲海が発生。
宝登山山頂から眺める素晴らしい雲海は、早起きのごほうびだ！

宝登山ロープウェイ 夕やけ観賞便運転
山麓→山頂 時間 山頂→山麓
45 30 15 00 15 00 15 30 45
45 30 15 00 16 00 15 30 45

秩父駅 9：00〜10：30

無料

秋の味覚 里山そば会席〜秩父西谷津温泉 宮本の湯〜

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

¥

秩父路食べ歩きハイキング

秩父駅 9：20

10/

秩父神社

秩父駅→秩父神社→羊山公園→武甲山登山口の碑→長者屋敷跡→岩井堂→護国観音→
※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
札所27番（大渕寺）→影森駅

雨天決行・荒天中止

要予約100名

書をプレゼント

● 27kmコース完歩者・先

やや健脚向・約8㎞／約3時間【1,350kcal】

・

当日受付

●完歩バッジ＆完歩証明

着500名様に「オリジナ
ルキャップ」
をプレゼント
●空くじなし！素敵な景品
コース
があたる抽選会を寄居
7kmコース
（一般向／約2時間30分【1,055kcal】／ゴール：野上駅）
20kmコース
（健脚向／約6時間50分【3,490kcal】／ゴール：波久礼駅）
17kmコース
（やや健脚向／約5時間40分【2,550kcal】／ゴール：樋口駅） 27kmコース
（健脚向／約8時間【3,840kcal】／ゴール：寄居駅（寄居町役場）） 駅ゴールにて行います

「秩父名山」
（ポイントデー）
11㊎ フリーハイキング
羊山（琴平丘陵）
10/12㊏
雨天決行・荒天中止 自由歩行
（矢印なし） 1ポイント/交換可

10/

ながとろ
日和

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。

※専用参加申込書は、秩父鉄道主要駅に設置しています。
また、秩父鉄道HPからダウンロードしてご利用もいただけます
※参加申込書の裏面、
または秩父鉄道HPで、
ロングウォークちちぶ路参加についての確認事項を必ずご確認のうえご参加ください
※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

当日受付

2019.10
October

お知らせ

価格

2,200円
（税込）1日限定30食

0494-66-0070（9:00〜17:00）

10月1日㊋から有隣倶楽部は、完全予約制となります。来店をご希望の際は、来店希望日
の前日12：00までにご予約をお願いいたします。詳しくは、秩父鉄道HPをご覧ください
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