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新型コロナウイルス感染症対策について
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沿線情報

きっぷ情報

秩父鉄道では、新型コロナウイルス感染症対策を
以下のとおり取り組んでおります。
ご利用・ご参加のお客様には、
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
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※急行列車にご乗車の場合、別途料金が必要です

きっぷ提示で割引や特典が受けられます♪

感染防止対策

つ
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詳しくは、秩父鉄道HPをご覧ください

●全駅・全乗務員のマスク等着用の徹底
●駅設備消毒の実施
●列車内等消毒の実施 ●列車内等換気の実施

秩父路遊々フリーきっぷ
●秩父鉄道全線1日乗り降り自由

●全従業員のマスク等着用を徹底
●施設内に消毒液を設置
●密閉空間にならないよう施設一部
座席の制限や換気の実施
●適宜、施設内等消毒の実施

長瀞ラインくだり・飲食

August

発売当日限り有効
発売期間 土曜・日曜・祝日
（通年）、

夏休み期間（7/18㊏〜8/31㊊）

発売箇所 秩父鉄道 各駅
発売金額 大人1,470円

●会場内スタッフのマスク等着用の徹底
●会場内に消毒液を設置
●適宜、消毒の実施

イベント

小児740円

ぶらり!秩父・長瀞おでかけきっぷ
●フリー区間（長瀞〜三峰口）乗り降り自由

※ハイキングにおける対策は、13ページをご覧ください

【お客様へのお願い】
●発熱、咳など体調不良の症状がある方は、
ご乗車・ご来場をお控えくださいますようお願いいた
します。
●新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方、
同居家族や身近な知人に感染が疑
われる方がいらっしゃる方は、
ご乗車・ご来場をお控えくださいますようお願いいたします。
●過去14日間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方、感染拡大している地域や国へ
の訪問歴がある方ならびに当該在住者との濃厚接触がある方は、
ご乗車・ご来場をお控えくだ
さいますようお願いいたします。
●鉄道利用において、
ラッシュ時間帯のご利用を避ける時差通勤・通学やテレワーク等の取り組
みをお願いいたします。
●高気温等やむを得ない場合を除き、
マスク着用のご協力をお願いいたします。
●密集を避け、他の方との距離を確保するようお願いいたします。
●イベント等では入場口での検温にご協力お願いいたします。
●咳・くしゃみをする際に咳エチケットのご協力をお願いいたします。
●アルコールまたは除菌液等での手指の消毒にご協力お願いいたします。

発売当日限り有効
発売期間 土曜・日曜・祝日
（通年）、

夏休み期間（7/18㊏〜8/31㊊）

発売箇所 秩父鉄道 寄居駅限定
発売金額 大人1,050円

小児530円

乗車券に含まれるもの
▶寄居⇔長瀞間の往復乗車券
▶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
発売日より2日間有効

長瀞エリアの散策にご利用ください

東京

JR総

武本

線

千葉

横浜

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。予めご了承ください。
発行

［ 企画・制作

株式会社コア ］

〒360-0033
埼玉県熊谷市曙町一丁目1番地 048-523-3313（平日9:00〜17:00）
https://www.chichibu-railway.co.jp
※2020年7月17日現在の情報です。最新情報をご確認のうえ、
お出かけください

（パレット）
について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各営業情報・イベント内容に変更・中止がある場合があります

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。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各営業情報・イベント内容に
変更・中止がある場合があります

発売箇所 秩父鉄道 寄居・御花畑駅限定
発売金額 大人910円

小児460円

乗車券に含まれるもの
寄居駅 ▶寄居⇔樋口間の往復乗車券
発売分 ▶樋口〜上長瀞間のフリー乗車券
御花畑駅 ▶御花畑⇔上長瀞間の往復乗車券
発売分 ▶上長瀞〜樋口間のフリー乗車券

七夕キャンペーン
七夕トレイン

7月1日
〜
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ご利用の場合、普通乗車券のほか
に急行券（大人210円、小児110円）
が別途必要です。

大宮

川越

飯能

小鹿野町

秩
父線
・池
袋線

熊谷

武

上熊谷
石原

西

三峰口

駅からぶらり+路線バス編

ひろせ野鳥の森

西武秩父

線
東上
東武
所沢

浦山口
武州中川
武州日野
白久

JR八高線

影森

大麻生
明戸

小川町

和銅黒谷
大野原

（芝桜）

武川

長瀞ラインくだり

（秩父音頭のふる里）

秩父
御花畑

寄居

皆野

高崎

波久礼
樋口

上長瀞
親鼻

（美の山登山口）

野上
長瀞

宝登山
ロープウェイ

永田
ふかや花園
小前田
桜沢

秩父鉄道路線図

七夕ヘッドマークの掲出、
8月7日
駅へ七夕飾りの装飾を行います。

掲出車両 急行6000系2編成
※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

駅へ七夕装飾
七夕の笹装飾や短冊を設置します。
短冊にお願い事を書いて飾ろう！
装飾駅 熊谷、
長瀞、秩父、三峰口駅

★秩父地域の七夕は、8月7日です★

パ レ ッ ト

の内容は秩父鉄道HPから
いつでもご覧いただけます

秩父鉄道HPでは、最新イベント情報や開花情報など日々更新
していますので、PALETTEとあわせてぜひご利用ください。

スッキリとした口当たりと

独特な香りに惹かれて︑

この季節に食べたくなるのが爽やかなチョコミント ！

ディープなファンもいるこのスイーツ︑

チョコ量

正統派から意外な組み合わせまで︑

ミント感

こだわりの詰まったお店をご紹介します！

チョコミントチーズケーキ
400円

Come on! Chocomint-Lovers!!

ら
売だか
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COTS
コッツ

チョコミントチーズケーキ
チョコをふんだんに使い、
ミントの上品な香りで仕上げた

上から
ブルーベリーチーズケーキ 400円
抹茶チーズケーキ 378円
スタンダードチーズケーキ 378円

チョコミントチーズケーキ。
ミントの主張が強すぎず、
チョ
コの甘味がしっかりと感じられるので、子どもも美味しく
食べられる。
チーズ生地にはオーストラリア産クリーム
チーズを使用。
レモンや小麦粉を加えずに作っているた
め、酸味が少なくコクのある味わいだ。

COTS
（コッツ）
埼玉県熊谷市肥塚933-18
048-524-0988
9:00〜19:00
休 水曜、
第2・4日曜、8/13㊍〜16㊐
熊谷駅北口からバス利用
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チーズケーキ・ホール
（要予約）各種2,592円〜
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ミント感
チョコ量

ジェラート編

ジェラート工房

四つ葉の

クローバー

チョコミントジェラート
（シングル）360円

チョコミントジェラート
フランス産ミントリキュールと、
ビターなカカオを使っ
て作る大人好みのジェラート。
スッキリとした甘さで、
ミントの爽やかな後味が印象的だ。
ジェラートに必須
と言われる乳化剤や安定剤、増粘多糖類といった添
加物は一切使用せず、新鮮な生乳や果物などを使っ
たクリーミーなジェラートを実現。心地良い口当たり
とユニークなラインナップに何度でも通いたくなる。

（左）
パイナップルジェラート
（奥）海のジェラート
（右）
チョコミントジェラート いずれもシングル・カップ 330円

ジェラート工房
四つ葉のクローバー
埼玉県熊谷市板井1047-1
048-501-7105
13:00〜19:00
休 月曜〜水曜
大麻生駅からタクシー利用
主に地元農家から仕入れた
果物や野菜を使って作る、
季節のジェラートも
合わせて食べたい。
※写真のジェラートはブルーベリー
ヨーグルトとトマトのシャーベット

チョコミントジェラート
（シングル・コーン）
350円

ミント感
チョコ量
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ワッフル・ジェラート付き
（2種）
1,010円

ジェラテリア
HANA
チョコミントジェラート
毎朝手作りしており、牛乳本来の美味しさを感じられる
低温殺菌牛乳を使ったチョコミントジェラート。誰でも食
べやすいようにとミントフレーバーは強すぎず絶妙。
ザク
ザクとしたフレーク状のチョコをランダムに混ぜ込んで
いるため、食感の変化を楽しめる。
さっぱりとした後味で
ありながらも、全体を包み込むなめらかな舌触りがクセに
なる！
ジェラテリアHANA
埼玉県秩父市定峰514-1
0494-25-2785
8:00〜16:00LO
（春・秋9:00〜、冬10:00〜）
休 木曜、
金曜
大野原駅からタクシー利用
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変わり種チョコミント録
こんなものから あんなものまで！？

ミント感
チョコ量

チョコミントパン
すっと鼻先を抜けるミントの香りとチョコレートの甘さ
がクセになる！ほかにもイチゴやぶどう、酒粕など季節
に合わせた自家製酵母と北海道小麦を使用した風味
豊かなパンが楽しめる。
おいしいパンと一緒に！

チョコミント抹茶ラテ

季節のジャム
700円〜

お茶専門店が作る期間限定のチョコミント抹茶ラテ。
濃厚な抹茶にチョコミントアイス、
ミントフレーバーの
生クリームやチョコソース＆クッキーを加えた爽やか
な一品。

季節の酵母パン *苺*じるし
埼玉県秩父市寺尾2760-3
0494-24-0212
8月はお休みです
12:00〜17:00
休 月曜〜金曜、
日曜
秩父駅からバス利用、
大野原駅から徒歩30分

豚味噌やしゃくしなを包んだ
宝登サンドもおすすめ

※現在パンセットの予約販売と通信販売のみ
★詳細はHP等をご確認ください

宝登サンド
350円

期間限定

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

ゴリゴリパフェ チョコミント
400円

チョコミント抹茶ラテ
600円
※通常メニューの濃厚フレーバー
抹茶ラテでグリーンミント&チョ
コソーストッピングも選べます

ゴリゴリパフェ チョコミント
チョコミントパン
300円

ミント感
チョコ量

チョコミントアイスと上質な白こんにゃくを使用した、
新感覚のチョコミントパフェ。
こんにゃくは併設の工
場で作っており、
ローカロリーなのに食べ応え抜群。
黒蜜きな粉や抹茶をかけて食べる
「蒟蒻スイーツ」
は持ち帰り可！

ミント感
チョコ量

深谷市に本社がある赤城乳業で、“こどもがよろこぶ「夢」
いっぱいのアイスを”
という願いから生まれた
「ガリガリ君」
は、常に新しいフレーバーが誕生してい
ます。
現在、“チョコミン党”にとって待望の
「ガリガリ君リッチ チョコミント」
が全国
発売中！ チョコチップを従来比10%増量し、
ミントの香りもチョコの風味に合
せてリニューアル♪
赤城乳業では、
このほかにも
「チョコミント」
フレーバーの商品が発売中です！

8/20㊍からガリガリ君 秩父鉄道のイベントを実施！詳細は11ページ
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蒟蒻スイーツ
（黒蜜きなこ、抹茶）
300円〜

天然氷のチョコミント
珍しいミントシロップとパリパリのチョコソースで作
る、
口どけなめらかなかき氷。氷は奥秩父源水の武州
製氷と日光の天然氷から選べる。

ゴリゴリカフェ 大黒屋商店
埼玉県大里郡寄居町桜沢482-1
048-581-0121
13:00〜16:30
休 月曜
寄居駅南口から徒歩10分

見た目も可愛い
「もっちり焼」
は
人気商品の一つ

ガリガリ君も
あるよ！

もっちり焼
各種
120円〜

羽生もっちり庵
埼玉県羽生市西2-1
羽生駅西口ロータリー内
048-563-2772
11：00〜19：00（LO18:30）
休 木曜
羽生駅西口から徒歩1分

天然氷のチョコミント
800円

ミント感
チョコ量
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秩父の山並みを眺めながらリラックスタイム

手作りケーキやキッシュプレートがおすすめの、小高い丘の上に
あるお洒落なカフェ。
ホームメイドのジンジャーエールやチャイ、
フレンチ
（深煎りコーヒー）
などドリンクが充実。飲み物にはプチ
デザートが付いたり、
ケーキに添えてある果物が季節によって変
わるのも楽しみのひとつ。
カフェの大きな窓からは見晴らしの良
い景色が広がり、気分も晴れやかになれる。
サンタ カフェ

santa café
埼玉県秩父郡小鹿野町飯田446-1
0494-26-7829
10:00〜18:00
休 水曜、
木曜、第1・第3火曜
黒海土入口バス停から徒歩6分

八宮松雪堂
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1882
0494-75-0355
9:00〜18:00
休 水曜、
月に1度連休有
町立病院前バス停から徒歩3分

小鹿野こいし
ファンをアピール
しよう！！

至皆野

テレビで何度も紹介された地元の人気銘菓

1924年創業。地元小鹿野はもちろん秩父地域で愛される郷土銘
菓「小鹿野こいし」。小麦粉と卵に山芋を加えて焼き上げたソフト
な食感の生地に、
マーガリンのコクと素朴な甘みがよく合う。
老舗の和菓子屋の伝統と現代的なグッズのコラボも面白い。
「オガノコイシ」
ロゴグッズ続々新登場！

＋路線バス編

2
オガノコイシTシャツ
2100円

サンタ カフェ

ケーキ

至群馬

santa café
37

手作りケーキは
常時5種類ほど！

●

小鹿野町

黒海土入口

小鹿野町
総合運動公園

299
小鹿神社
県立
小鹿野
高校

オガノコイシ
ステッカー小
50円

37
小鹿野
原町

37
小森川

3

百選に多数選出される恵まれた自然環境と、

エムエークッキー

十輪寺

4

観光交流館 ●
町立小鹿野
中央病院

（深煎りコーヒー）
フレンチ
350円

小鹿野こいし
120円

町立病院前

1

十二天神宮

八宮松雪堂

小鹿野歌舞伎などの独自文化が魅力！
バスに揺られて出かけてみよう

至秩父
小鹿野町
小鹿野庁舎

209

川
赤平

3

「日本百名山」
・
「平成の名水百選」などの

MA.COokie

喫茶ひろば 小鹿野町

レアチーズケーキ
250円

秩父市隣接の小鹿野町は、

大久保天神宮

文

小鹿野町民行きつけ！懐かしの喫茶店

家族みんなが満足できる豊富なメニューとボリューミー
な料理が人気の
「喫茶ひろば」
は店名のとおり、町民が集
い賑わうお店。甘みのあるしっかりした味付けのナポリタ
ンは太麺タイプで食べ応え抜群！子供の頃に憧れた懐か
しのブルーハワイソーダなど、昭和の味が勢揃い！

小鹿野
警察署

4

何気ない日常にcolorを！とびきり可愛いクッキー♡

ギフトやイベント用のフルオーダー＆店舗販売の手作りクッキーのお店。
砂糖と卵白のクリームでデコレーションして作るアイシングクッキーは、
目
で楽しめて食べてもおいしく贈り物に最適。看板商品の「花束風クッ
キー」
は華やかで結婚式のプチギフトにぴったり！店舗販売は不定期なの
で、Instagramで営業日を確認して出かけよう。

［秩父鉄道沿線からの行き方］
❶西武観光バス(小鹿野線)
秩父鉄道「秩父駅」から「小鹿野線」バス乗車
「小鹿野町役場」バス停まで約30分

エムエークッキー

MA.COokie
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1836-1
営業日時はInstagram（ma.cookie0305）
で
ご確認ください
休 不定休
町立病院前バス停から徒歩2分

秩父市

花束風クッキー
各種410円〜

❶西武秩父駅発
秩父駅経由
小鹿野車庫行・栗尾行

小鹿野町
栗尾

至長瀞

秩父鉄道

小鹿野町役場

夏限定スイカバー
380円

薬師の湯

喫茶ひろば
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野493-1
0494-75-3018
10:00〜22:00
休 不定休
小鹿野バス停または
原町バス停から徒歩4分

❷西武秩父駅発
薬師の湯行
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至飯能
西武
秩父線

❷小鹿野町営バス(西武秩父駅線)

わ
ゅ
し
ブルーハワイソーダ
400円

秩父駅
西武秩父駅

ナポリタン
（サラダ・スープ付）
900円

西武鉄道「西武秩父駅」から
「西武秩父駅線」バス乗車
「小鹿野町役場」バス停まで約35分
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今年も

＼応援メッセージを掲げて運行！／

ELガリガリ君エクスプレス2020

夏の風物詩 !

開催日

リ
ガ
ガリ

ELパレオ

8月20日 、22日 、23日

エクスプレス

●ガリガリ君デザインの特別ヘッドマーク、特別サボ掲出
（11:40頃〜)
●長瀞駅前で、
ガリガリ君アイスバープレゼント

急行ガリガリ君エクスプレス2020

が

運行日 8月の土休日、
20日㊍（8/29、30除く）、9月の土休日

掲出期間 8月20日㊍〜12月31日㊍ 6000系1編成

に遊びに

秩父鉄道 る!!
やってく

編成

旅の記念にアイスバー型
特別記念証もどうぞ（急行停車駅設置）

※ご乗車には乗車区間の普通乗車券が必要です
（予約不要・全車自由席）
※客席数を制限する場合があります
※EL
（電気機関車）
および客車の編成は、変更となる場合があります
※状況により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

ガリガリ君×秩父鉄道

スタンプラリー2020

アイスバー型乗車券で「あたり」が出るかワクワク♪
購入時には「あたり」を確認しよう！

スタンプを3つ集めて「ガリガリ君イラスト入り
『木札ストラップ』」をゲットしよう！

発売価格 600円

スタンプ
設置駅

三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop

ちちてつ
夏まつり

スタン
プ
3
集め つ
よう！

特典

「あたり」
が出たら購入駅窓口にて、
「ガリガリ君オリジナル保冷バッグ」
をプレゼント！

あたり付
羽生、熊谷、
武川、寄居、長瀞、皆野、秩父、
御花畑、三峰口（8：00〜18：00）

※イメージ

プレゼント提供：
赤城乳業㈱

主な
イベント内容

夏休み親子向けイベント

を満喫しよう

秩父の自然

!

魚のつかみどり体験

秩父市の浦山口キャンプ場内に隣接する荒川の支流「浦山川」
にて、
マスのつかみどりが体験できます。秩父の自然を満喫し、夏休みの思い出を作ろう！

8月6日 、
7日 、
11日 、
12日 、
18日 、
19日
行程

浦山口キャンプ場
埼玉県秩父市荒川上田野3-1
0494-23-8811（9:00〜17:00）

浦山口駅から徒歩約10分

※荒天時、
川の増水時はイベント中止

募集人員 各日親子20名様限定
浦山口駅（10：10）
＝
【徒歩約10分】
＝浦山口
キャンプ場…＜魚つかみどり体験・体験終了
（最少催行人員10名）
後は自由行動（約1時間）
＞…解散（12：00頃）
※親子向けイベントのため、大人のみ、
※魚はおひとり様1匹つかみどり後、
塩焼きにしてお召し上がりいただきます
※昼食は含まれません

お子さまのみの参加はできません

申込方法 7月6日㊊〜秩父鉄道HPよりWEB受付
※定員に達し次第受付終了

SAITAMAプラチナルート乗車券

埼玉県が推奨する主要観光地である川越市・長 発売期間 7月18日㊏〜通年発売
※発売当日限り有効
瀞町・秩父市を結ぶ「SAITAMAプラチナルート」
を満喫しよう！東武鉄道 東上線・越生線全線と秩 発売箇所 秩父鉄道…寄居〜三峰口間の各駅
東武鉄道…東上線・越生線の各駅窓口
父鉄道の寄居駅〜三峰口駅間が１日乗り降り自
発売金額 大人1,900円 小児950円
由となる大変お得な乗車券です。

三峰口駅
『SL転車台公園』
プレオープン
記念イベント
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11：30〜19：00

雨天決行・入場料無料

先着1,000名様に
「秩父鉄道オリジナル
ボールペン」
を
プレゼント
記念抽選会も！

場所

秩父鉄道 SL転車台公園

交通

三峰口駅から徒歩2分

ちちてつマルシェ

ラジオ風
車内放送

●秩父鉄道沿線ゆかりの飲食物、
お酒、物産品等の販売
〈出店店舗〉
大平戸農園、秩父やまなみチーズ工
房、兎田ワイナリー、秩父麦酒、矢尾本
店、秩父農工科学高校 他

お子さま限定体験【事前予約制】

●秩父鉄道グッズ・プレオープン
記念入場券等の販売
過去に販売していた記念きっぷ類も発売！

EL車内イベント
FMクマガヤ・ちちぶエフエムの
ラジオパーソナリティ乗車
（くだり熊谷-三峰口間）

●EL運転台見学
●三峰口駅見学（駅放送体験つき）
●転車台模擬運転体験
予約開始 7/20㊊10：00〜
※定員に達し次第受付終了

※体験イベントは、小学生以下のお子さま向けの
イベントです。
お子さまのみのご参加はできません。
保護者の方が必ず付添いをお願いいたします

●お子さま向け縁日
ご来場の小学生以下のお子さまに
ちょっぴりプレゼント

※イベント会場には駐車場がありません。
当日の状況により、
イベント内容が急きょ変更に
なる場合があります。予めご了承ください

秩父地域のおまつり集合！
●「秩父市」秩父屋台囃子の演奏、太鼓体験
●
「秩父市吉田地域」龍勢祭農民ロケット
模型の展示・ロケット製作作業体験
●
「皆野町」秩父音頭披露

フォトモザイクアートに
写真を残そう！ 11:30〜15:00
SL転車台公園内に、
SLパレオエクスプレス
をモチーフにしたフォトモザイクアート記念
碑を設置する予定です。
その記念碑に使用
する写真を、転車台前にて撮影いたしま
す！ぜひ、
ご参加ください！

三峰口駅「SL転車台公園」

ステージイベント・キャラクター登場
●鉄道ものまね芸人 立川真司ライブ
●ダーリンハニー吉川正洋の鉄道トークショー
●秩父出身シンガーソングライター 三上隼ライブ
●秩父地域団体による演奏・演舞
●沿線キャラクターの登場

トレインビューガーデン
11：30〜19：00

三峰口駅を発着する列車を眺めながら、
昼からオトナ時間を楽しもう！
●秩父鉄道をイメージした
会場限定カクテルの販売
●小鹿野高校生徒による竹あかりライトアップ

三峰口駅天体観望会
〜月と木星・土星を観よう！〜

19：00
20：00
〜

東武鉄道×秩父鉄道
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※参加方法についてはスタンプラリー台紙をご覧ください

A4二つ折り特製台紙

※詳しくは、秩父鉄道HPを
ご覧ください

8月1日
ちちてつ夏まつり号、
ラジオ風車内放送（くだり熊谷-三峰口間）
8月8日
行田マルシェ、忍城おもてなし甲冑隊登場（長瀞駅11:30頃〜）
8月20日 、22日 、23日
ガリガリ君イベント（P11参照）

開催期間 8月20日㊍〜12月31日㊍

あたり付
発売箇所 羽生、
熊谷、
武川、寄居、長瀞、皆野、秩父、御花畑、

券の形式

イベント

ガリガリ君×秩父鉄道

記念乗車券

ガリガリ君イラスト入り
アイス型硬券乗車券1枚・急行券1枚セット

EL重連+12系客車

リニューアルした12系客車を連結して
ELパレオエクスプレスが秩父路を走ります
秩父地域へのおでかけにぜひご乗車ください

す
がありま
る場合
変更とな
ょ
き
急
了
ト内容は
次第終
※イベン
なくなり
※各種

発売期間 8月20日㊍〜12月31日㊍

熊谷-三峰口間往復

運行区間

※予告なく掲出期間、
車両が変更になる場合があります

●講師の方による天体や天体撮影に
※雨天中止
ついてレクチャー
協力：埼玉県立名栗げんきプラザ
●ナイトシアター
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2020.8
August

秩父鉄道ハイキングの会

主催：秩父鉄道㈱

29㊌
8/2㊐

7/

〜

当日受付

5㊌
7㊎

8/

〜

当日受付

048-523-3313（平日9：00〜17:00）

埼玉県知事登録旅行業2-219号 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。
コース状況等により急きょコース内容の変更・ハイキングの中止等が発生する場合があります。

フリーハイキング
「秩父名山」
（ポイントデー）

寄居中間平
¥

無料

〜

㊏

※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

羊山（琴平丘陵）
無料

やや健脚向・約8㎞／約3時間【1,350kcal】
秩父神社

雨天決行・荒天中止 自由歩行
（矢印なし） 1ポイント

秩父駅 9：00〜10：30

1,840円 ※1日限定30食
8月31日㊊まで

※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

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→影森駅

特別企画ハイキング

¥

当日受付

三峯神社

（バス代）

三峰口駅→【専用バス】→大輪→登竜橋→清浄の滝→奥宮遙拝殿→
三峰山
（三峯神社）→（復路は往路の逆）→大輪→【専用バス】→三峰口駅

有隣倶楽部
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞704
0494-66-0070（9:00〜17:00） 11:00〜15:00
休 不定休
長瀞駅から徒歩10分

健脚向・約9㎞／約4時間【1,920kcal】
三峰口駅 8：30〜10：20

完全予約制 前日12:00までにご予約をお願いします

※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
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
※バスはピストン輸送になりますので、受付順に順次ご案内いたします。

一般向・約8㎞／約3時間30分
19㊌ 秩父鉄道・JR東日本高崎支社合同ハイキング
長瀞七草寺めぐりハイキング（女郎花・桔梗・藤袴・尾花の寺編）
23㊐ 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし） 1ポイント 無料 長瀞駅 9：00〜11：00

多宝寺

長瀞駅→真性寺（女郎花）→多宝寺（桔梗）→法善寺（藤袴）→道光寺（尾花）→樋口駅

一般向・約9㎞／約4時間
26㊌ 秩父鉄道・JR東日本高崎支社合同ハイキング
長瀞七草寺めぐりハイキング（撫子・萩・葛の寺編）
30㊐ 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし） 1ポイント 無料 長瀞駅 9：00〜11：00

7／18㊏〜
8／23㊐

〜

（施設での見学時間含む）
【960kcal】

洞昌院

¥

当日受付

1
13㊐
〜

9/ ㊋
当日受付

夏の昆虫展

¥

当日受付

8/

長瀞・宝登山

（施設での見学時間含む）
【840kcal】

〜

8/

長瀞駅→不動寺（撫子）→洞昌院（萩）→遍照寺（葛）→樋口駅

秩父鉄道・東武鉄道合同ハイキング

長瀞秋の七草寺めぐりハイキング
¥

無料

長瀞駅前 長瀞町観光案内所
9：30〜11：00

…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

一般向・約13㎞／約4時間【1,065kcal】
雨天決行・荒天中止 自由歩行
（矢印なし） 1ポイント

長瀞駅→長瀞町観光案内所（受付）→不動寺（撫子）→真性寺（女郎花）→
法善寺（藤袴）→多宝寺（桔梗）→洞昌院（萩）→遍照寺（葛）→道光寺（尾花）→樋口駅

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

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

※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

ポイント …参加するともらえるポイント数です

「秩父名山」全6コース

秩父鉄道フリーハイキング
お好きな日に歩くことができるハイキングです。
今年も
「秩父名山」
と
「秩父札所」を設定します。
開催期間 3月14日㊏〜11月30日㊊

● 鐘撞堂山

● 寄居中間平

● 宝登山・長瀞アルプス
● 破風山
● 美の山

● 羊山・琴平丘陵

詳しくは駅設置のパンフレットまたはホームページをご覧ください

「秩父札所」全8コース
【第1回】和銅黒谷駅→1番→2番納経所→2番→4番→3番→18番→大野原駅
【第2回】秩父駅→11番→9番→8番→6番→7番→5番納経所→5番→10番→御花畑駅
【第3回】秩父駅→16番→23番→24番→14番→13番→御花畑駅
【第4回】大野原駅→19番→20番→21番→22番→17番→秩父駅
【第5回】浦山口駅→28番→27番→26番→12番→15番→秩父駅
【第6回】白久駅→30番→29番→25番→浦山口駅
【第7回】秩父駅→（バス）→31番→（バス）→32番→（バス）→33番→（バス）→秩父駅
【第8回】皆野駅→34番→（バス）→皆野駅

駅でおもてなし！夏の思い出キャンペーン

今年は、秩父地域で出会える昆虫が宝登山
小動物公園に大集合。

武州中川駅でカブトムシプレゼント
開催期間 7月18日㊏〜 ※なくなり次第終了
対象

新型コロナウイルス感染症対策について
秩父鉄道ハイキングの会では、新型コロナウイルス感染症対策を
以下のとおり取り組んでおります。
ご参加のお客様には、
ご理解・
ご協力をお願い申し上げます。
●受付に消毒液を設置いたします。
●係員のマスク着用、定期的にアルコール消毒を実施いたします。
●受付テーブルに飛沫防止シートを設置いたします。
●当面の間50ポイント記念品交換を見合わせます。
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お客様へのお願い

●発熱、咳など体調不良の症状がある方はご参加をお控えくださいますようお願いいたします。
●受付、札所等立ち寄り箇所ではマスクの着用をお願いいたします。
●受付、歩行の際はお客様同士の間隔をあけていただきますようお願いいたします。
●咳・くしゃみをする際に咳エチケットのご協力をお願いいたします。
●アルコールまたは除菌液等での手指の消毒にご協力をお願いいたします。
その他

●
「秩父路食べ歩きハイキング」
は、
当面の間開催を見合わせます。

◆秩父地域で出会える夏の昆虫を約10種類展示
◆宝登山小動物公園入園者限定価格で、
ヘラクレスオオカブトの幼虫を販売

（㊊㊌㊍㊏㊐の9:00〜16:00）
武州中川駅まで電車利用で
お越しの小学生以下のお子さま

※カブトムシはオス・メスの成虫または幼虫どちらかになります
※おひとり様1匹まで
※小型の簡易パックに入れてお渡しします
※お持ち帰りの際の生体保障はございません。予めご了承ください

お問合せ 武州中川駅

0494-54-1195

宝登山小動物公園
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞2209-6
0494-66-0959
こども…3歳以上
¥ おとな500円、
こども250円 ※おとな…中学生以上、
10：00〜16:30
長瀞駅から徒歩20分
宝登山ロープウェイ利用5分 山頂駅から徒歩7分

通常価格の
約20%おトク！

※詳しくは、秩父鉄道
HPをご覧ください

「秩父鉄道全線1日フリーきっぷ」
と
「長瀞ラインくだり乗船券」のセット割引券を
WEB予約限定で発売！おトクなセット券で秩父へおでかけしよう！
発売対象期間 8月1日㊏〜11月30日㊊

感染防止対策

ながとろ
日和

波久礼駅→日本の里 風布館→中間平緑地公園→日本の里 風布館→寄居橋→波久礼駅

8
涼風爽やかな三峰山から三峯神社へ
10㊊㊗ 雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印あり） 1ポイント 1,000円
8/

2020.8 August

中間平緑地公園

雨天決行・荒天中止 自由歩行
（矢印なし） 1ポイント

波久礼駅 9：00〜10：30

旬の食材「鮎」を1尾使った釜飯は、刻み大
葉と一緒にほおばると、さっぱりとした味とな
り箸が進みます。外はカリッ、中はふわトロッ
の稚鮎の天ぷらもおすすめです！

やや健脚向・約11㎞／約3時間【1,350kcal】

フリーハイキング
「秩父名山」
（ポイントデー）
¥

旬の膳 瀞の川

ハイキングスケジュール

セット内容

秩父鉄道全線1日フリーきっぷ 1枚
長瀞ラインくだり 乗船券1枚（AまたはBコース）

●
●

購入方法

秩父鉄道HPからWEB予約後、
乗車日当日に指定駅にて受取

※乗車日の2週間〜2日前までWEB予約受付
（7/27㊊〜予約開始）
セット料金

大人（中学生以上）2,500円
（通常価格3,270円）
小児（小学生） 1,300円
（通常価格1,640円）

お問合せ

秩父観光興業株式会社 ツアーセンター
048-525-3701 ※詳細は秩父鉄道HPをご覧ください

ちちぶへ
おでかけ
キャンペーン
セット券発売！
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応募期間

PRESENT

8/1〜8/31

埼玉県秩父市の人気のジェラート店
「ジェラテリアHANA」の店主で、

アンケートに答えてプレゼントをGETしよう！

A

秩父鉄道

5名様

※イメージです

秩父鉄道の
「C58布マスク〜夏用〜」
を5名様
にプレゼント!

オリジナルエコバッグ

3名様

2、
3ページで紹介
したCOTSの
「オリ
ジナルエコバッ
グ」を5名様にプ
レゼント!

8ページで紹介し
た八宮松雪堂の
「オリジナルエコ
バッグ」を3名様
にプレゼント!

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。

旬な情報を配信中！
お出かけ前に
チェックしてみてください
@paleo̲palena
chichibu̲railway

全国のチョコミン党のみなさん、
お
待たせしました。今号は、満を持し
て！！！
「チョコミント特集」
をお届
けできました。色々なチョコミントを
食べ比べることができ、幸せでし
た。思い残すことははありません
（笑）。次号は、
ぜいたくな時間が過
ごせるかも？なランチ特集です。
ま
たお付き合いいただければと思い
ます。

秩父鉄道公式チャンネル

今月号の表紙：ジェラート工房 四つ葉のクローバー
（P5掲載）
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これを見ればあなたも秩父鉄道の運転士気分！

経験をもつ︒
その時に出会ったのが︑
ジェラートだ︒
﹁コース料 理を 出すお 店 だったので
私は料 理を ︑デザートは外 国 人の同
僚が担当していたのですが︑次第にお
客さんが笑顔で帰ってくれるかどう
かは ︑最 後に 食べる デザートの良し
悪しで決 まる ︑ということに 気 づい
たのです﹂
当時︑
お店でデザートとして出し
ていたものが︑手 作りのジェラート︒
その美 味し さ・奥 深 さに 魅 せられ ︑
日 本 に 帰 国 し てから は ジェラ ー ト
作りに没頭︒専門店などで３年間修

「前面展望動画」公開中

秩父鉄道公式チャンネル

秩父鉄道公式チャンネルでは、列車からの「前面展望動画」を公開しています。
秩父鉄道の社員しか見ることができない貨物専用線「三ヶ尻線」の動画も！
「三ヶ尻線」とは？…秩父鉄道三ヶ尻線（熊谷貨物ターミナル駅＝三ヶ尻駅＝武
川駅間7.6ｋｍ）
は、主にセメント製品に必要な原料・燃料（石灰石・石炭等）
をセメ
ント工場のある三ヶ尻駅まで輸送するための路線でしたが時代と共に荷物が減少
し、現在は主にセメント原料の石灰石を三ヶ尻駅＝武川駅間で輸送しています。
三ヶ尻線全区間のうち熊谷貨物ターミナル＝三ヶ尻間は、2019年度をもって石炭
貨物輸送が終了し、2020年9月30日には同区間全ての貨物輸送が終了するため、
以降同区間の廃止手続きを進めることとしています。

過去のイベントの様子や
秩父鉄道沿線観光動画も発信中！
！
！
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熊谷駅…＜専用列車＞…広瀬川原車両基地（基地
内見学、各種鉄道体験）…＜専用バス＞…寄居駅（構
内見学）…＜専用バス＞…上長瀞駅（構内見学）…＜
専用バス＞…宝登山ロープウェイ
（構内見学）…＜専
用バス＞…長瀞駅（構内見学）、16：00頃終了予定

※天候や状況により急きょ内容が
変更になる場合があります

参加料金 大人
（18歳以上）11,000円
※専用バス代、昼食、
お茶、特典含む
申込方法 7月17日㊎〜秩父鉄道HPよりWEB受付
※各日定員に達し次第受付終了

小林洋久さん
（ジェラテリアHANA 店主）

☞「ジェラテリアHANA」については、
4ページで紹介しています

行を積んだほか︑
コーヒーについての
知識や技術を習得し︑
自家製ジェラー
ト＆フードのカフェをオープンさせた︒

【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

行程

沿線でかがやきつづける方に
インタビュー！

皆に食べてもらえる ︑
親しみやすいチョコミント
を 目 指して

普段は入ることができない秩父鉄道の
関連施設をめぐるバスツアーです。
広瀬川原車両基地内での鉄道体験や、
宝登山ロープウェイの裏側も見られます！
貴重な機会にぜひご参加ください！

募集人員 各日20名
（18歳以上限定）※最少催行人員 各回10名

集合場所 秩父鉄道 熊谷駅改札付近 8：00〜8：30

第33回

実 は﹁ 理 想のチョコミント ﹂に 出
会ったのもアイルランドで暮らして
いた時のこと︒﹁子供の頃からあの怪
しい色やエキゾチックな 味に惹かれ
て︑
よくチョコミントアイスを 食べて
いたのですが︑向こうで暮らしていた
時にチョコミントを 身 近に食べる 機
会がたくさんあって︒﹁アフターエイ
ト﹂
と言う︑飲食店で食後のサービス
として配っていたりする伝 統 的なミ
ントフレーバーチョコがあるのです
が︑
とても美味しいんですよね﹂
ジェラート屋を 始めた 時も ︑
これ
をヒントにしたチョコミントジェラー
トは 絶 対に入れたいと 思っていたの
だとか︒
しかし﹁ 大 好きだからこそ︑
色々な人に食べてもらいたい﹂
とあえ
てこだわりすぎ ず︑万 人に親しみや
すい味に作り上げた︒
﹁ ミントを す ご く 効 かせちゃう と ︑
一部の人には熱 狂 的に支 持されるか
もしれないけど︑食べられない人も出
てくる︒
バランスを 考えて︑子どもで
も食べられる味を目指しています﹂
チョコミント好きが作る︑﹁みんな
のチョコミントジェラート﹂︒
ぜひ︑
お
試しあれ！

8月17日㊊、18日㊋、
27日㊍、28日㊎、31日㊊

※開店時間は季節によって変動があります

大 人 の 秩 父 鉄 道 見 学 ツアー 参 加 者 募 集！

ストーリー

が 残 る 朝の 空 気って︑
一番 気 持 ちい
い︒だから ︑朝 早い時 間が一番おすす
めなんです﹂
と小林さん︒
テラス席の
目の前に流れる定峰川のせせらぎと
鳥のさ え ずり が 心 地 よいB G M と
なって︑疲れた心を癒してくれる︒
こ
こでしか味わえない︑贅沢な時間だ︒

または

編｜集｜後｜記｜

海 外 勤 務 時 代に食べた
ジェラートが転 機に

検索

秩父鉄道
公式アカウント

小林さんは店を構えて 年目にな
るが︑若かりし頃にはアイルランドで
日 本 食のシェフとして腕を 振るった

秩父鉄道

オリジナルエコバッグ

5名様

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。

きらり

小林洋久さんにインタビュー。

八宮松雪堂

森の美 味しい空 気とともに
楽しむ 手 作りジェラート

色はみに！
し
楽
お

C

COTS

朝の８ 時 ︒明るい日 差しが森を 照
らし始める静かな時間に
﹁ジェラテリ
アHANA﹂
はオープンする︒人里離
れた秩父の山の中にあるというのに︑
一人 ︑ま た一人 と お 客 さ んが 来 店 す
る︒行楽シーズンには︑開店と同時に
満席になってしまうという人気店だ︒
﹁ 私も 昔 ︑
ツーリングをよくしていた
ので︑早 朝から 出かける 人にはこう
い う 場 所 で ゆっく り 休 ん でいって
ほしいと思って︒
それに︑夜の冷たさ

C58布マスク〜夏用〜

B

チョコミントファンでもある、
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