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秩父鉄道SL
予約システム
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皆　野
秩　父
御花畑
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くだり
（ゆき）
10：10
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12：15
12：19
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のぼり
（かえり）
16：18
15：58
15：39
15：13
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14：36
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土休日
くだり
（ゆき）
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11：32
11：45
12：11
12：15
12：45

のぼり
（かえり）
16：20
16：00
15：41
15：10
14：50
14：32
14：27
14：00

平日 運行期間 ～2022年1月10日㊊㊗の土休日中心 ※一部を除く

お問合せ 秩父鉄道運輸課　048-580-6363

…土休日運転赤 …平日運転緑

…特別ヘッドマーク掲出（先頭につけるマーク）HM

※ご乗車には、乗車区間のほかに、SL指定席券（大人小児同額740円）が必要です
※やむをえず急きょ客車の牽引機がSLからEL（電気機関車）に
　変更になる場合がございます

※運転状況により運転区間・時刻が変更になる場合があります
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12月 予約開始
11/3㊌㊗
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11/26㊎

12・2022年1月のSLカレンダー
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12/1㊌
1月 予約開始

HM

HM

HM

HM

HM

HM

HM

HM

HM
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12/8㊌
12/3㊎
12/2㊍

12/9㊍
12/10㊎

SLパレオエクスプレスは全席指定席
SLパレオエクスプレスは、事前予約による全席指定席です

ご予約は「秩父鉄道SL予約システム」サービスをご利用ください

●事前予約受付は、運転日の1ヶ月前の
午前0時から発車時刻30分前までで
す。なお、発売枚数に限りがございます
●詳しくは秩父鉄道HPをご覧ください

●事前予約受付は、運転日の1ヶ月前の
午前0時から発車時刻30分前までで
す。なお、発売枚数に限りがございます
●詳しくは秩父鉄道HPをご覧ください

●●

●●

C58363の喜寿を祝い、紫色ナンバープ
レートをあしらったグッズを販売します

SLブランケット

SLミニショルダーバッグ
（紫色ナンバープレートver）

販売箇所 SL車内販売、ちちてつe-shop
（通信販売）、ちちてつ長瀞駅
売店

SL車内販売、ちちてつe-shop
（通信販売）、ちちてつ長瀞駅
売店

SL車内販売、ちちてつe-shop
（通信販売）、ちちてつ長瀞駅
売店

販売期間 12月5日㊐～12月5日㊐～

販売価格 1,600円1,600円

12月24日㊎、25日㊏ SL Christmas Express
■特別ヘッドマーク掲出、特別乗車記念証プレゼント ■紫色ナンバープレート掲出
■サンタからお子さま限定「焼き菓子」「パレナちゃんのハンドパペット」プレゼント
　（くだり熊谷-秩父間） ※先着130名様限定
■車内でクリスマスソングのジャズ演奏（くだり熊谷-秩父間） ■車内をクリスマス仕様に装飾
■車内でワインの特別販売 協力：兎田ワイナリー ※12/25㊏のみ

SLあの花10th Anniversary FINAL Express
■特別ヘッドマーク掲出、特別乗車記念証プレゼント ■紫色ナンバープレート掲出
■アニメキャラクターコスプレイヤーの乗車（くだり熊谷-秩父間）
■じゃんけん大会の実施（くだり熊谷-秩父間）
　☆「超平和バスターズ」オリジナルクリアファイルプレゼント
■SL車内に「超平和バスターズトレインスタンプラリー」イベント限定スタンプを設置
　☆駅設置スタンプ3つ＋イベント限定スタンプの押印で「オリジナルミニのぼり旗」を
　　 プレゼント！（くだり熊谷-三峰口間、のぼり三峰口-長瀞間）

共催：秩父市12月26日㊐

※詳しくは秩父鉄道HPをご覧ください　
※イベント内容は急きょ変更または中止になる場合があります　※各種なくなり次第終了

協力：東武動物公園
12月4日㊏ SL東武動物公園アニマルエクスプレス

■特別ヘッドマーク掲出、特別乗車記念証プレゼント
■長瀞駅前にてイベントを実施 ※詳しくはP11をご覧ください

ちちてつe-shop（通信販売）に関するお問合せ
秩鉄商事　048-525-2283（平日9：00～17：00）

� � 最 新 グ ッ ズ

販売箇所 SL車内販売、ちちてつe-shop
（通信販売）、ちちてつ長瀞駅
売店

SL車内販売、ちちてつe-shop
（通信販売）、ちちてつ長瀞駅
売店

SL車内販売、ちちてつe-shop
（通信販売）、ちちてつ長瀞駅
売店

タテ約73cm×
ヨコ約90cm
タテ約73cm×
ヨコ約90cm
タテ約73cm×
ヨコ約90cm

タテ約25cm×
ヨコ約18cm
タテ約25cm×
ヨコ約18cm
タテ約25cm×
ヨコ約18cm

販売期間 12月5日㊐～12月5日㊐～

販売価格 1,500円1,500円

お問合せ

行程

お申込み

秩父札所15番少林寺で坐禅や写経の体験ができる企画。参加者には記念品の
プレゼントも！

御花畑駅（10：00）…徒歩5分…秩父札所15番「少林寺」で体験（説法・
坐禅・写経体験）…現地解散（12：30頃予定）
解散後は秩父市内でランチや散策をお楽しみください

実施日 2022年1月15日㊏ 参加費 1,000円（体験費用）

秩父鉄道企画部　048-523-3313（平日9：00 ～ 17：00）
～2022年1月7日㊎17：00 WEB予約 ※定員に達し次第受付終了

※最少催行人員5名事前予約制・10名様限定

埼玉県を舞台としたマン
ガ「埼玉の女子高生って
どう思いますか？」単行本
5巻発売を記念した、渡邉
ポポ先生書き下ろしイラ
スト入りのコラボ乗車券
です。

羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

羽生、熊谷、寄居、長瀞、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

販売箇所

販売期間 ～2022年3月31日㊍～2022年3月31日㊍

販売価格 750円750円

埼玉の秩父鉄道ってどう思いますか？
記念乗車券

埼玉の女子高生ってどう思いますか？×
秩父鉄道コラボ

ご見学の方にオリジナル手旗ブレゼント！

※詳しくは秩父鉄道HPをご覧ください　※各種なくなり次第終了
※イベント内容は急きょ変更または中止になる場合があります　
※詳しくは秩父鉄道HPをご覧ください　※各種なくなり次第終了
※イベント内容は急きょ変更または中止になる場合があります　

開催日 12月4日㊏ 10：00～15：00
開催内容・ステージイベント
●出演者…鉄道ものまね芸人 立川真司、アイデンティティ＋ぐりんぴーす、秩父鉄道ゆかりのジャズグループ 人未来

●「東武動物公園」＆「宝登山小動物公園」による
　「移動動物園」の実施

●「超平和バスターズトレインスタンプラリー」
　イベント限定スタンプ押印&記念品引換え
駅設置のスタンプ3つ（秩父、御花畑、三峰口の各駅）とイベント会場
限定スタンプの押印で「オリジナルミニのぼり旗」をプレゼント！ 
※イベント会場にて引き換え

●「SL PALEO EXPRESS Wedding」PRブースの設置

東武動物公園から「モルモット、ヤギ、
ベンガルワシミミズク」がやってくる！

●秩父鉄道沿線のグルメ、物産販売　

●「秩父鉄道沿線グルメ旅シールラリー」イベント限定シール配布　

開催時間 11：00、13：00、14：00

●宝登山小動物公園から「モルモット」がやってくる！
  かわいい橋渡り「モールウェイ」を披露！

ぬ り え 作 品 募 集
みんなの作品をSLパレオエクスプレスや電車に飾り運行します!!

「12/4㊏えきdeマルシェin長瀞」にお持ちいただいた方限定で
「パレオ・パレナオリジナルストラップ」プレゼント

配布場所
秩父鉄道主要駅 
※秩父鉄道HPからダウンロードが可能です
秩父鉄道主要駅 
※秩父鉄道HPからダウンロードが可能です
秩父鉄道主要駅 
※秩父鉄道HPからダウンロードが可能です

※詳しくはぬりえ裏面をご覧ください 
※なくなり次第終了
※詳しくはぬりえ裏面をご覧ください 
※なくなり次第終了
※詳しくはぬりえ裏面をご覧ください 
※なくなり次第終了

秩父鉄道各駅窓口 他秩父鉄道各駅窓口 他秩父鉄道各駅窓口 他
応募場所

©渡邉ポポ/新潮社

協力：東武動物
公園

ぐりんぴーす

アイデンティティ

記念乗車券

ちちてつe-shop（通信販売）に関するお問合せ
秩鉄商事　048-525-2283（平日9：00～17：00）

乗車券に関するお問合せ
秩父鉄道運輸課
　048-580-6363

歴代の急行車両を
乗車券にしました！

羽生、熊谷、寄居、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

羽生、熊谷、寄居、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

羽生、熊谷、寄居、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

販売箇所

11月27日㊏～
2022年2月28日㊊
11月27日㊏～
2022年2月28日㊊

販売期間

販売価格 1,000円1,000円

急行「秩父路」号ヒストリー記念乗車券

2021年は、羽生～行田（現・行田市）間
の開通から100年です。当時は、北武鉄
道として営業を開始しました。

11月27日㊏～
2022年2月28日㊊
11月27日㊏～
2022年2月28日㊊

販売期間

販売価格 700円700円

販売箇所 羽生、熊谷の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）
羽生、熊谷の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）
羽生、熊谷の各駅窓口、
ちちてつe-shop（通信販売）

北武鐡道1 0 0周年記念乗車券

12月5日㊐ SL C58363喜寿号
■特別ヘッドマーク・特別サボ・日章旗掲出、特別乗車記念証プレゼント
■紫色ナンバープレート掲出
■「C58363」製造から77年の喜寿祝いとしてご乗車のお客様へ
　「オリジナルナンバープレート風アクリルチャーム」プレゼント
■C58363は1944年の製造から77年 喜寿

現在、秩父鉄道を走る「SLパレオエクスプレス」の蒸気機関車「C58363」
は、1944年2月に川崎車両で新製されました。その後、東北地方などの旧
国鉄（現在のJR）で活躍し、1972年に現役引退しました。吹上町立吹上小
学校（現鴻巣市）にて静態保存されていましたが、さいたま博覧会の開催
に合わせ、1988年に秩父路のSLパレオエクスプレスとして誕生しました。

喜寿祝いとし、12月5日㊐～2022年1月10日㊊㊗まで
紫色ナンバープレートを掲出、特別乗車記念証をプレゼント
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