
主催：秩父鉄道㈱　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。

秩父鉄道ハイキングの会
　048-523-3313（平日9：00～17:00）ハイキングスケジュール2021.10

October

参加するともらえるポイント数ですポイント

受付後、全員揃って出発します団体歩行
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
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

自由歩行（矢印あり）
自由歩行（矢印なし）

※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

事前予約が必要です。お電話等でご予約ください要予約
当日、集合駅で受付します当日受付

集合駅・受付時間 参加費¥ コース／行程

スタート駅で賞品引換可能です交換可

ハイキング毎に をさしあげますポイント
要予約 2ポイント 当日受付 1ポイント

ハイキングに参加して賞品をもらおう!

50ポイント集めると豪華賞品と引き換えができます！

※当面の間50ポイント記念品交換を見合わせます
※賞品内容は時期により異なります

秩父鉄道フリーハイキング

開催期間 11月30日㊋まで
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

お好きな日に歩くことができるハイキングです。
「秩父名山」と「秩父札所」のほかに「秩父雄峰
コース」が追加になりました。

「秩父名山」全6コース
●鐘撞堂山
●寄居中間平
●金ヶ嶽
●宝登山・長瀞アルプス
●美の山　●破風山

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

【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】

「秩父雄峰」全4コース
●武甲山　●三峰山（三峯神社）
●大霧山　●霧藻ヶ峰

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。新型

コロナウイルス
感染症対策
について ●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。

感染防止対策

●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。

お客様へのお願い

●「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。
その他

1杯100円で販売します！
モルモットが木道を全力疾走！

すばやさに驚かされること間違いなし！

パンプキンスープ
販売モルモットの橋渡り

～モールウェイ～ 

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞2209-6
　0494-66-0959　　10：00～16:30　
　おとな500円、こども250円 
※おとな…中学生以上、こども…3歳以上
　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

¥

宝登山小動物公園

ニホンザルにカボチャを
プレゼントしてみませんか？

カボチャのプレゼント

14：30開催時刻

¥

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

宝登山ロープウェイ  夕やけ観賞便運転

時間山麓→山頂

→10/21㊍～11/10㊌

15
16
17

山頂→山麓
45  30  15  00
45  30  15  00

00㊡

00  15  30  45
00  15  30  45
00  ㊡20

期間 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

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。

自由歩行（矢印なし）

※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
美の山公園
山頂展望台

当日受付 親鼻駅→萬福寺→みはらし園地→美の山→聖神社→和銅黒谷駅

フリーハイキング「秩父名山」（ポイントデー） やや健脚向・約7㎞／約3時間【1,350kcal】

美の山コース
雨天決行・荒天中止 1ポイント

親鼻駅 9：00～10：30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
雨天決行・荒天中止 1ポイント自由歩行（矢印あり）

当日受付

10/2㊏ チャレンジハイキング
第20回 ロングウォークちちぶ路

長瀞駅 8：00～10：30無料¥
コース
15kmコース 【やや健脚向・約15km／約4時間30分／1,620kcal】
長瀞駅→高砂橋→法善寺→金ヶ嶽→植平峠→仙元峠→塞神
峠（チェックポイント13時までに通過）→釜山神社→中間平緑地
公園→日本の里 風布館→寄居橋→波久礼駅

20kmコース 【健脚向・約20km／約5時間30分／1,850kcal】
長瀞駅→高砂橋→法善寺→金ヶ嶽→植平峠→仙元峠→塞神峠（チェッ
クポイント13時までに通過）→釜山神社→中間平緑地公園→日本の里 
風布館→寄居橋（チェックポイント15時までに通過）→西行戻り橋→末野
神社→善導寺→寄居駅

自由歩行（矢印あり）

※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
鐘撞堂山
からの眺望

当日受付 寄居駅→大正池→鐘撞堂山→円良田湖→波久礼駅

秩父鉄道・東武鉄道合同ハイキング やや健脚向・約9㎞／約3時間【1,080kcal】

秋景色の眺望 鐘撞堂山から円良田湖をめぐるハイキング
雨天決行・荒天中止 1ポイント

10/18㊊
24㊐
〜

寄居駅 9：30～11：00無料¥

ハロウィン
バージョン

　　ハロウィンイベント 開催日時  10月30日㊏、31日㊐

長瀞ライン
くだり

2021.10 October

な
が
と
ろ
日
和

対象セットメニューご注文で長瀞ラインくだりチケットがお得に！

お食事ご注文のお客様に長瀞ラインくだり10％相当割引券
を配布します。

発売価格 おとな 2,960円→2,500円  460円OFF！
こども 2,060円→1,750円  310円OFF！

11：00、14：00、15：00開催時刻

秩父ミューズパーク
スカイロード

（イチョウ並木）当日受付 秩父駅→秩父公園橋→札所23番（音楽寺）→秩父ミューズパーク（イチョウ観賞）
→秩父酒づくりの森→巴川橋→影森駅

花めぐりハイキング 一般向・約11㎞／約4時間【960kcal】

秩父ミューズパークのイチョウ観賞ハイキング
雨天決行・荒天中止 1ポイント自由歩行（矢印あり）

秩父駅 9：00～10：30無料¥

10/27㊌
31㊐
〜

雨天決行・荒天中止 白久駅 9：00～10：30無料¥1ポイント

※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

当日受付
白久駅→札所30番（法雲寺）→札所29番（長泉院）→札所25番（久昌寺）→札所28番（橋立堂）→浦山口駅

フリーハイキング「秩父札所」（ポイントデー） 一般向・約13㎞／約3時間【900kcal】

秩父札所第5回コース
自由歩行（矢印なし）

10/13㊌
17㊐
〜

お問合せ 長瀞ラインくだり本部　0494-66-0950長瀞ラインくだり本部　0494-66-0950

定休日 無休

交通 長瀞駅から徒歩1分
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞489-2埼玉県秩父郡長瀞町長瀞489-2

※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
　＠nagatoro_lineをご確認ください

※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
　＠nagatoro_lineをご確認ください

営業期間 ～12月4日㊏
　9:00～16:00頃（5～20分間隔で運航）
～12月4日㊏
　9:00～16:00頃（5～20分間隔で運航）

※おとな…中学生以上、こども…3歳以上

秋の澄んだ空をそのまま川面に映した荒川を、
和舟で下る長瀞ラインくだり。
紅葉まであと少し、空の青、
木々の濃い緑、光を受けて白っぽく見える
岩畳のコントラストをお楽しみください。

秋の澄んだ空をそのまま川面に映した荒川を、
和舟で下る長瀞ラインくだり。
紅葉まであと少し、空の青、
木々の濃い緑、光を受けて白っぽく見える
岩畳のコントラストをお楽しみください。

A　B 各約3kｍ（各約20分）コース

料金（こども） 1,800円（900円）

全 約6kｍ（約40分）

3,300円（1,600円）

ガーデンハウス有隣

豚みそ丼専門店 有隣

食後にGO！ ロープウェイ後にGO！

長瀞ラインくだりのチケットを お得に手に入れよう

食べて

お得！

ロープ
ウェイ後

お得！セット内容 「わらじカツ丼」または「ざるそば」+「みそ
ポテト」+「長瀞ラインくだり割引乗船券」

発売・配布期間 ～12月4日㊏ 11：00～13：00
※チケット入手後は14:00までにラインくだり本部へお越しください  
※他の割引サービスとの併用はできません

山麓駅にて長瀞ライン
くだり割引乗船券を
発売します。

発売価格
おとな 1,800円→1,600円 200円OFF！
こども   900円→  850円  50円OFF！

宝登山ロープウェイ

次回予告
11/17㊌～21㊐

皆野駅 9：00～10：30
秩父札所第8回コース

10/9㊏
10㊐
・

・参加者全員に「オリジナルキャップ」をプレゼント ※なくなり次第終了

13 12


