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秩父路の初詣へ出かけよう

「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。

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。

「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。

出発日 1月…18㊏、19㊐、20㊊、25㊏、
2月…1㊏、2㊐、8㊏、9㊐、11㊋㊗、
       15㊏、16㊐、22㊏、23㊐㊗、24㊊㊡

開催期間 1月7日㊋～2月24日㊊㊡

交通 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」三十槌下車すぐ

入場料 環境整備協力金
200円（中学生以上）

予約開始 12月11日㊌～WEB&TELにて受付
最少催行人員 各回20名

最少催行人員 各回16名

料金 5,800円（中学生以上）

尾ノ内百景氷柱バスツアー
交通 長瀞駅から徒歩20分料金 おとな（往復）830円 こども（往復）420円

急行車両（2編成）に開運号の
ヘッドマークを掲出して運転します。

特別運転日時 1月1日㊌㊗6：00～適宜臨時運転

お問合せ 宝登山ロープウェイ山麓駅　 0494-66-0258

宝登山ロープウェイでは、宝登山からのご来光を拝める早朝特別運転を行います。
縁起の良い名をもつ「宝登山」で新しい年をスタートさせてみませんか。

運転日
1月1日㊌㊗～5日㊐
※ご乗車には乗車券のほかに急行券
　（大人210円、小児110円）が必要です
　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

※秩父駅10：45着の「急行開運号3号」を
　ご利用ください
　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。

　山頂にて甘酒等の販売があります
　長瀞駅から宝登山ロープウェイ山麓駅間の無料シャトルバスを早朝のみ特別運行します
　（長瀞駅発5:40～6:30の間随時運行）

初詣には早くて便利な「急行開運号」がおすすめ

急行開運号ご利用のお客様を、
秩父神社へご案内いたします。

秩父神社で昇殿正式参拝 〈当日受付〉 初日の出観賞便

開催日 1月1日㊌㊗、2日㊍、3日㊎
集合・受付 秩父駅11：00 参加費 無料

埼玉県北西部のまち「小鹿野」。鉄道ではたどり着けない
地へ、西武秩父駅からバスでご案内！三大氷柱の１つ「尾
ノ内百景氷柱」と小鹿野発祥・秩父名物「わらじかつ丼」
を食べて、小鹿野と冬の秩父路を楽しもう！ 

企画・
主催・
お問合せ

埼玉県知事登録旅行業2-109号
秩父観光興業株式会社　048-525-3701
（9：00～17：00、年末年始を除く） 

1月 2月

…ツアー …直通バス（時刻は発車時間）

出発日・
行程

出発日・
行程

西武秩父駅9：30発→尾ノ内百景氷柱（約60分見学）→長瀞12：30着
1月…26㊐　2月…1㊏、2㊐、8㊏、9㊐

西武秩父駅13：00発→尾ノ内百景氷柱（約60分見学）→西武秩父駅16：00着
1月…11㊏、12㊐

予約開始 12/11㊌～WEBにて受付
料金 2,700円（おとな・こども同額）

尾ノ内百景氷柱直通バス

西武鉄道 S-TRAIN1号で横浜・都内から楽々アクセス！ 

1月17日㊎、18日㊏、1９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。

1月17日㊎、18日㊏、1９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。

1月11日㊏～31日㊎
「秩父三大氷柱」7800系1編成  HM掲出
1月11日㊏～31日㊎
「秩父三大氷柱」7800系1編成  HM掲出

長瀞についたら、宝登山ロウバイ園やこたつ舟などいかが？

西武鉄道 特急ちちぶ7号で池袋から楽 ア々クセス！
帰りは、「あしがくぼの氷柱」ライトアップに
寄ってみませんか？

西武鉄道 特急ちちぶ13号で池袋から楽々アクセス！
帰りは、「あしがくぼの氷柱」ライトアップに寄ってみませんか？

企画・主催・
お問合せ

埼玉県知事登録旅行業2-219号
秩父鉄道株式会社　048-523-3313（平日9：00～17：00、年末年始を除く）

会場そばまで乗り入れる唯一の直通バス。 

詳しくは
秩父鉄道HPを
ご覧ください

み       そ     つち                  つ ら ら

三十槌の氷柱三十槌の氷柱

あしがくぼの氷柱あしがくぼの氷柱

尾ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱尾ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱

秩父路の寒さが
創り出す芸術

秩父
三大氷柱
秩父

三大氷柱

※滑りやすい箇所がありますので
見学の際は歩きやすく

　暖かい服装でお越しください

※滑りやすい箇所がありますので
見学の際は歩きやすく

　暖かい服装でお越しください

つ ら ら

氷柱ライトアップ
1月11日㊏～2月16日㊐
平日17：00～19：00、土休日17：00～21：00

※会場内は足元が悪く、高低差もあります 歩きやすく暖かい服装でお出かけください

開催期間 1月5日㊐～2月24日㊊㊡【㊊～㊍9：00～16：00、㊎㊏㊐㊗9：00～20：00】

入場料 環境整備協力金300円（中学生以上）
★甘酒または紅茶を1杯サービスします。（～16：00まで） 

交通 西武秩父線芦ヶ久保駅から徒歩10分
横瀬町ブコーさん観光案内所 　0494-25-0450お問合せ

氷柱ライトアップ 日没～20：00 ※天候により閉鎖する場合があります

特産品の販売と観光案内等
1月19日㊐、1月26日㊐10：00～15：00

お問合せ ウッドルーフ奥秩父オートキャンプ場
　0494-55-0500
槌打キャンプ場　0494-55-0137

入場料 環境整備協力金200円（中学生以上）

開催期間 1月5日㊐～2月下旬8:00～16:00 ※天候により変更あり
氷柱ライトアップ 1月25日㊏～2月22日㊏の間の毎週㊏ 日没～20：00

※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。

交通 秩父駅から西武観光バス「栗尾行」・「小鹿野車庫行」
小鹿野町役場にて西武観光バス「坂本行」に乗換え、
尾ノ内渓谷入口下車、徒歩20分
尾ノ内渓谷氷柱実行委員会（西秩父商工会内）
　0494-75-1381　　0494-76-0066（期間中のみ）

お問合せ

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。2020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

秩父三社で新しい1年をスタート

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

歳旦祭・元旦祭 1月1日㊌㊗ 6:00～

三峯神社

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9:00～17:00まで
受け付けています。

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。

sunrise
 on

new
 year

’s d
ay

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

歳旦祭 1月1日㊌㊗ 10:00～

秩父神社

秩父神社　0494-22-0262お問合せ
秩父駅から徒歩5分交通

新年開運祈願祭 1月1日㊌㊗ 0:00～

寳登山神社

寳登山神社　0494-66-0084お問合せ
長瀞駅から徒歩15分交通

…ハイキング
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※運行日により解散地が異なります

詳しくは
秩父観光興業HP

または
秩父鉄道HPを
ご覧ください

EL列車運行決定!
運行期間 1月下旬～2月中旬の土休日
運行区間 熊谷～秩父間往復
車両編成 EL＋12系客車2両＋EL
乗車料金 乗車区間の乗車券のみでご乗車いただけます
※詳細は秩父鉄道HP、PALETTE2月号にてご案内します

冬のお出かけに!
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