
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！

が出現!?

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
11：24
11：37

12：03/12：08
12：21/12：22
12：24/12：40
12：47/12：57
13：06

節分豆まきトレイン停車駅

運行日 2月3日㊊
参加費 無料

※乗車区間の乗車券は各自お求めください
集合・受付

熊谷駅 10:30～11:10
（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）
 ※停車駅にご注意ください

鬼

イベント内容

熊谷～秩父間の3ヶ所の駅ホームにて
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「お楽しみ抽選会」
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、駅ホームにて、恵方巻等を販売

※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

秩父三社
トレインで開催

秩父三社で
御朱印めぐり！

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。

お問合せ 秩父神社　0494-22-0262
交通 秩父駅から徒歩5分

お問合せ 寳登山神社　0494-66-0084
交通 長瀞駅から徒歩15分

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。

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。

詳しくは
7ページをご覧ください

EL REIWA2
運行区間 熊谷～秩父間往復 車両編成 EL＋12系客車2両＋EL

※ご乗車には乗車区間の普通乗車券が必要です
※状況により一部内容を変更する場合があります
※使用するEL（電気機関車）は、運転日によって異なります
※各種なくなり次第終了

【運転時刻】

停車駅
熊　谷
武　川
寄　居
長　瀞
皆　野
秩　父

くだり
（ゆき）
10：10
10：33
11：00
11：37
11：50
12：07

のぼり
（かえり）
16：18
15：58
15：39
15：13
14：55
14：36

休 日

■1月25日㊏～2月16日㊐のEL運転日（一部除く）は、EL REIWA2特別ヘッドマークを掲出、
　ご乗車のお客様に特別乗車記念証をプレゼント（乗車駅窓口でお申し出ください）
■2月8日㊏、9日㊐、15日㊏は、ELパナソニック ワイルドナイツ特別ヘッドマークを掲出、
　ご乗車のお客様に特別乗車記念証をプレゼント（乗車駅窓口でお申し出ください）

EL運転日・イベント情報

1月25日㊏、26日㊐、2月1日㊏
■車内を和風の飾りつけでおもてなし
■湯茶のサービス（くだり熊谷-長瀞間）
■ご乗車のお客様にロウバイの苗をプレゼント
　（先着各日100名様限定）
　（長瀞町観光案内所（11：30～16：00）にて乗車記念証をご提示ください）

EL長瀞宝登山ロウバイお花見号

2月8日㊏、9日㊐、15日㊏
■ワイルドナイツの選手と撮影会&握手会（熊谷駅9：00～10：00頃）
■ワイルドナイツグッズプレゼント（熊谷駅9：00～10：00頃）
※急きょイベント内容が変更となる場合があります

ELパナソニック ワイルドナイツ号

2月11日㊋㊗
■ご乗車のお客様にチョコレート菓子をプレゼント
　（くだり熊谷-秩父間）

ELバレンタインエクスプレス

2月16日㊐
■秩父イチゴの試食、PR　■地酒の試飲、販売
　（くだり熊谷-秩父間）

ELちちぶストロベリー&日本酒列車

2月2日㊐
■鉄道むすめ「桜沢みなの」コスプレイヤー乗車
　（くだり熊谷-長瀞間） 
※長瀞宝登山臘梅園周辺にも登場予定（13：00頃～随時）
■ご乗車のお客様にロウバイの苗をプレゼント
　（先着100名様限定）
　（長瀞町観光案内所（11：30～16：00）にて乗車記念証をご提示ください）

EL桜沢みなのロウバイおでかけ号

1 9 6 0年に創部し、
ジャパンラグビートッ
プリーグに参加、日
本各地の大会で優
勝を果たす強豪チー
ムです。プレイヤーに

は、日本代表にも選ばれる選手や海外で
も活躍する選手が多く所属しています。
今後、本拠地を熊谷市に移転する予定と
なっています。ワイルドナイツからの、ラグ
ビータウン熊谷で公共交通機関を利用
した地域活性化に協力したいという思い
から、コラボイベントが実現しました。

パナソニック ワイルドナイツ

記念乗車券を各種発売
出発日 2月…1㊏、2㊐、8㊏、9㊐、11㊋㊗、

       15㊏、16㊐、22㊏、23㊐㊗、24㊊㊡
予約 WEB&TELにて受付中

最少催行人員 各回20名
料金 5,800円（中学生以上）

尾ノ内百景氷柱バスツアー
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） 

西武鉄道 特急ちちぶ7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？

最少催行人員 各回16名

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
2月…1㊏、2㊐、8㊏、9㊐

予約 WEBにて受付中
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！ 
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？

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）

会場そばまで乗り入れる唯一の直通バス。 

西武秩父駅から小鹿野町の「尾ノ
内三大氷柱」へご案内するバスツ
アーと直通バスの参加者を募集中
です！秩父路の寒さが創り出す芸
術を見に行こう。

バスに乗って尾ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱にでかけようバスに乗って尾ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱にでかけよう

詳しくは
秩父鉄道HPを
ご覧ください

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

※詳しくは、秩父鉄道HPをご覧ください 
2年

発売期間 2月2日㊐～2月21日㊎
発売箇所 羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、御花畑の各駅窓口

発売金額 650円

令和2年2月2日 記念乗車券 発売期間 2月1日㊏～3月31日㊋（発売日から2ヶ月有効） 

仕様 12枚つづりの回数券
■記念回数券ご購入の方に、「EL REIWA2」掲出の
ヘッドマークデザインのコースタープレゼント

発売箇所 羽生駅（発売区間：羽生～新郷間）
熊谷駅（発売区間：熊谷～ひろせ野鳥の森間）
寄居駅（発売区間：寄居～小前田間）
御花畑駅（発売区間：御花畑～大野原間）

発売金額 各1,700円

EL REIWA2運行記念回数券

発売期間 2月1日㊏～3月31日㊋の
フリーきっぷ発売日

発売箇所
熊谷駅限定
発売金額
1,470円（大人のみ）

発売期間 2月22日㊏～3月3日㊋
発売箇所 羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、御花畑の各駅窓口

発売金額 680円

令和2年2月22日 記念乗車券

通常の回数券より
1枚分お得です

レ            イ            ワ                                          ツー

※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 ※氷柱の見頃は天候により変わりますので、ご注意ください

パナソニック ワイルドナイツ
応援フリーきっぷ

イメージ

各日車内販売あります！！
（お弁当の販売はありません）
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