
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2022.7

July

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）

事前予約が必要です。秩父鉄道HP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！

※賞品内容は時期により異なります

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。

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

無休無休定休日

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

交通 長瀞駅から徒歩1分長瀞駅から徒歩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があります
☆営業情報は、秩父鉄道HPまたは
　 Twitter ＠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があります
☆営業情報は、秩父鉄道HPまたは
　 Twitter ＠nagatoro_lineをご確認ください

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）
※おとな…中学生以上、こども…3歳以上※おとな…中学生以上、こども…3歳以上

Twitterは
こちらから
Twitterは
こちらから

A　B 各約3kｍ（各約20分）コース 全 約6kｍ（約40分）

長瀞ラインくだり
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※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

 長瀞ラインくだりのチケットを

発売期間 ～7月15日㊎の平日限定      11：00～13：00

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！

セット内容 「わらじかつ丼」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」

　 長瀞駅から徒歩10分

対象セットメニューをご注文で
長瀞ラインくだりチケットがお得に！

みそ
ポテト

無料サービス

配布箇所

配布数量

実施期間 ～7月15日㊎の平日限定～7月15日㊎の平日限定
長瀞ラインくだり 本部、駅前、
国道沿いのチケット売場
1日先着100枚
（ご乗船の方1人につき
みそポテト1本無料券配布）
※なくなり次第終了

長瀞ラインくだりご乗船の方へ、
ガーデンハウス有隣のみそポテト
無料サービス券をプレゼント！

長

瀞ラ
インく

だりオリジナルうちわ

配布箇所

配布数量

実施期間 7月16日㊏～8月28日㊐の
土日祝、8月13日㊏～16日㊋
7月16日㊏～8月28日㊐の
土日祝、8月13日㊏～16日㊋
長瀞ラインくだり 本部、駅前、
国道沿いのチケット売場
1日先着100枚
（ご乗船の方1人につき
うちわ1枚配布）
※なくなり次第終了

埼玉県秩父郡長瀞町の観光事業の発展と振興を図る一般社団
法人長瀞町観光協会が制定。四季折々にさまざまに魅力的な観
光を楽しめる長瀞町の素晴らしさを、より多くの人に知ってもら
い、訪れてもらうことが目的。日付は7と10と6で「なが（７）と（10）ろ
（6）」の語呂合わせから。
ＳＬ長瀞観光の日号の運転のほか、協賛店舗にてイベントの実施
やプレゼントがあります！

7 16月 日は
長瀞観光の日

※ＳＬ長瀞観光の日号の詳細はP10をご覧ください

ガーデンハウス有隣の「わらじかつ丼」と「ざるそば」を
7月16日㊏限定サービス価格にて提供！

わらじかつ丼 900円→716円　ざるそば 900円→716円

Present!

宝登山小動物公園

秩父地域で出会える昆
虫が宝登山小動物公園
に大集合。見たことある
“昆虫”だけど、間近でじっ
くり見てみると新しい発
見があるかも！？

夏の昆虫展夏の昆虫展 開催期間 7月23日㊏～8月31日㊌

お得に手に入れよう

 0494-66-0959　
 10：00～16：00
 ※季節により変更あり
 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

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞2209-6

cool!
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Present!

2022.7
July
2022.7
July

ながとろ日和ながとろながとろながとろ日和

親鼻駅→赤城大神社→谷草→貴婦人城→塞神峠→仙元峠→植平峠→葉原峠→風布地区→姥宮神社→
寄居橋→波久礼駅

秩父路峠道ハイキング 健脚向・約15㎞／約5時間【2,100kcal】

皆野・長瀞・寄居四峠縦走ハイキング イメージ7/17㊐

当日受付

無料¥ 親鼻駅 8：30～10：00自由歩行（矢印あり）

自由歩行（矢印あり）

雨天決行・荒天中止

三峰口駅→【専用バス】→川又→前田夕暮歌碑→渓流釣場→トロッコ軌道跡→入川渓谷→
（復路は往路の逆）→川又→【専用バス】→三峰口駅

特別企画ハイキング 一般向・約7㎞／約2時間30分【900kcal】

奥秩父・荒川の源流 入川渓谷ハイキング
雨天決行・荒天中止

7/23㊏
三峰口駅 8：502,500円（バス代）¥

入川

要予約 60名

お申込み：7月5日㊋～秩父鉄道HPにてWEB受付 ※定員になり次第受付終了 
2ポイント

影森駅→札所27番（大渕寺）→札所26番（円融寺）→札所12番（野坂寺）→札所15番（少林寺）→秩父駅

雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印あり）

当日受付

秩父札所ハイキング

影森駅 9：00～10：30無料¥
秩父札所めぐりハイキング（第5回）

一般向・約8㎞／約2時間【480kcal】
札所12番
野坂寺

1ポイント/交換可

●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

「秩父名山」
全6コース

開催期間
～12月31日㊏まで

●武甲山　●大霧山
●三峰山（三峯神社）
●霧藻ヶ峰

「秩父雄峰」
全4コース

開催期間
～11月30日㊌まで

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」・健脚向
の「秩父雄峰」コースを実施します。

▶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。

秩父鉄道
フリーハイキング

団体歩行

秩父駅→【専用バス】→白井差新道入口→昇竜の滝→やまびこ橋→オオドリ河原→水晶坂→
ブナ平→日向大谷分岐→両神山山頂→（復路は往路の逆）→【専用バス】→秩父駅

山靴ハイキング　 健脚向・約8㎞／約4時間30分【2,025kcal】

日本百名山 両神山に登る
雨天決行・荒天中止 2ポイント 6,000円（バス代・入山料）¥

7/27㊌
秩父駅 8：30
　お申込み：7月12日㊋～秩父鉄道HPにてWEB受付 ※定員になり次第受付終了

☆自然観察指導員によるガイドがあります。

両神山

要予約 13名

東行田駅→富士見橋→古代蓮の里（古代蓮観賞）→さきたま古墳公園→水城公園→忍城→行田市駅
雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし）

当日受付

花めぐりハイキング

東行田駅 9：00～10：30無料¥

7/2㊏
3㊐ 行田市の古代蓮を訪ねる

一般向・約10㎞／約3時間【720kcal】
古代蓮の里・

寄居駅→正喜橋→鉢形城公園→中間平緑地公園→日本の里 風布館→寄居橋→波久礼駅
雨天決行・荒天中止 自由歩行（矢印なし）

当日受付

フリーハイキング「秩父名山コース」ポイントデー

寄居駅 9：00～10：30無料¥

7/30㊏
31㊐

寄居中間平コース
やや健脚向・約10㎞／約3時間30分【1,350kcal】

中間平緑地公園

※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

※健脚向きのコースとなります。歩きなれていない方のご参加はご遠慮ください（年齢制限：75歳以下）

・

1ポイント/交換可

※お申込みはWEB受付のみです

※お申込みはWEB受付のみです

※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

※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

※7月10日㊐と7月13日㊌の2日間の開催です
7/10㊐
13㊌
・

　 
　不定休　休0494-66-0951 　11：00～15：00

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞704

1ポイント/交換可

10時
頃まで

の

ご乗船
が

おすす
め！

1ポイント

13 12


