
 

 

 

 

 

 

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、秩父鉄道株式会社（本社：埼玉県熊谷市、

社長：大谷隆男）の協力のもと、2017 年 7 月 22 日（土）・23 日（日）に、西武秩父線西武秩父駅から発車す

る臨時 SL パレオエクスプレスに乗車できる、“「臨時 SL 列車 乗車券セット」” を 6 月 26 日（月）7 時 00 分

から限定発売します。 

当日は西武秩父駅から秩父鉄道線内を走行し、三峰口駅で折り返して、終点長瀞駅まで向かいます。三峰口

駅では鉄道公園内にある転車台での SL の方向転換を見学することができるほか、「ちびっこ納涼駅まつり」を

開催し、駅員なりきり撮影会や鉄道グッズのプレゼント（お子さま限定・なくなり次第終了）を予定。さらに、

三峰口駅前ではみそポテト・うどん・そばなどの飲食の出店、土産品・グッズ類の販売も予定しています。 

 「臨時 SL列車 乗車券セット」の発売箇所は、6月 26 日（月）から 7月 19 日（水）まで池袋線・新宿線の

指定駅 5 駅（池袋・大泉学園・所沢・高田馬場・田無）の定期券うりば、および西武トラベル株式会社 Webサ

イト（7月 23日分のみ）で前売発売、7 月 22日（土）・23日（日）当日は西武秩父駅特急券うりばで当日発売

します。（※前売発売期間中に売切れとなった場合は、当日発売は行いません。） 

 また、当日は「臨時 SL 列車 乗車券セット」をお持ちで指定の特急レッドアロー号または S-TRAIN で西武

秩父駅にお越しのお客さまに、もれなく西武鉄道オリジナルクリアファイルをプレゼントします。 

 なお、当日は長瀞駅でも降車可能なので、長瀞駅から「埼玉県立自然の博物館」・「長瀞ラインくだり」・「宝

登山ロープウェイ」などにアクセスしやすく、都心から秩父へ夏休みのレジャー・お子さまの自由研究におす

すめです。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

  

 2017 年 6 月 22 日 

夏休みは秩父に行こう！ 
西武秩父駅から発車する臨時 SL列車にのって、「自然の博物館」・ 

「長瀞ラインくだり」・「宝登山ロープウェイ」！ 

7月 22日（土）・23日（日）西武秩父駅より発車する 
「臨時 SL列車」を運転します。 

「臨時 SL列車 乗車券セット」を 6月 26日（月）より限定発売！ 

秩父鉄道 SL パレオエクスプレス 長瀞ラインくだり 

埼玉県立自然の博物館 

海獣“パレオパラドキシア”の化石 

埼玉県立自然の博物館 

太古の巨大ザメ“カルカロドン メガロドン”の模型 



【 臨時 SL パレオエクスプレスの運転について 】 

１．運 転 日 

2017年 7月 22日（土）・23 日（日） 計 2日間 

２．運転時刻 

【下り】西武秩父 12時 19 分発  → 三峰口 12時 50 分着 

【上り】 三峰口  14時 03 分発 → 御花畑 14時 30 分着 

→ 秩 父  14時 34分着 

→ 長 瀞 15時 05分着 

※ 臨時 SL列車の西武秩父駅の入線時刻は 11時 29 分、着発線は 2番ホームです。 

※ 西武秩父駅には蒸気機関車の向きを変える設備が無いため、西武秩父駅に進入する際は、秩父鉄道

の電気機関車が蒸気機関車や客車を牽引します。 

※ 臨時 SL列車に乗車するには、後述の「臨時 SL列車 乗車券セット」の購入が必要です。 

※ 臨時 SL列車内は号車指定がございます。 

 

【 「臨時 SL列車 乗車券セット」の発売について 】 
１．名  称 

「臨時 SL列車 乗車券セット」 

２．発売枚数 

【7月 22 日（土）乗車用】220セット 

【7月 23 日（日）乗車用】300セット 

※おひとりさま、1 回につき 5セットまでの発売です。 

３．発売期間・発売時間・発売箇所 

【前売発売】 

◆西武鉄道指定 5駅の定期券うりば 

2017年 6月 26日（月）～2017年 7月 19日（水） 

平 日： 7時 00分～20時 00 分  土休日：10時 00分～18時 00 分 

・池 袋 駅 定期券うりば（地下 1階・乗車券センター） 各日 70 セット 

・大泉学園駅 定期券うりば                  各日 20 セット 

・所 沢 駅 定期券うりば               各日 80 セット 

・高田馬場駅 定期券うりば（ビッグボックス口）     各日 30 セット 

・田 無 駅 定期券うりば               各日 20 セット 

◆西武トラベル株式会社（Web受付のみ） 

Webサイト  http://www.seibutravel.co.jp/  24時間受付 

2017年 6月 26日（月）7時 00 分～2017年 7月 10日（月）15時 00分 

※【7月 23日（日）乗車用】80セット限定 

※ 送料として、発売金額の他に申込 1件につき 500円ご負担いただきます。 

【当日発売】 

◆西武秩父駅 特急券うりば  

2017年 7月 22日（土）・23 日（日）9 時 30分～12時 00 分 

各前売発売の残余分を発売します。 

※ 売切れ次第発売終了です。 

※ 前売発売期間中に売切れとなった場合は、当日発売は行いません。 

４．セット内容 

① 西武線 1 日フリーきっぷ（大人・小児で共通） 

② 臨時 SL列車 号車指定券（※大人・小児で券面が異なります。） 

③ 臨時 SL列車 ご案内 

※ ②臨時 SL列車の乗車する号車は選べませんのでご了承ください。 

 

 

http://www.seibutravel.co.jp/


５．有効期間  

【7月 22 日（土）乗車用】：2017年 7月 22日（土）当日限り有効 

【7月 23 日（日）乗車用】：2017年 7月 23日（日）当日限り有効 

６．有効区間 

① 西武線 1 日フリーきっぷ  … 西武線全線 1日乗り降り自由（多摩川線を除く） 

② 臨時 SL列車 号車指定券 … 指定列車に限り有効 

７．発売金額 

大人 4,000円 ／ 小児 2,500円 

８．払いもどしについて 

お手持ちの「臨時 SL列車 乗車券セット」が不要となった場合、次の通り払いもどしをします。 

・ 払いもどし条件 ：発売内容①②が未使用かつ有効期間内（有効開始前も含む）で、 

         ①②が全て揃っているもの。 

・ 払いもどし手数料 ：220 円 

・ 払いもどし箇所 ：発売駅（5 駅） 

※西武トラベルで購入されたものは、発売駅（5 駅）のほか西武トラベルでの払いもどしも可能です。 

 

【 「特急レッドアロー号・S-TRAIN乗車キャンペーン」について 】 
臨時 SL列車運転日 7月 22・23日の 9時 15分～12時 00 分の間に、当日有効な「臨時 SL列車 乗車券セッ

ト」をお持ちで、指定の特急レッドアロー号・S-TRAIN で西武秩父駅にお越しのお客さまに、もれなく西武鉄

道オリジナルクリアファイルをプレゼントします。ぜひ特急レッドアロー号・S-TRAIN で臨時 SL列車の旅へお

越しください！ 

 

１．実施期間・時間（引換期間・時間） 

7 月 22日（土）9時 15分～12時 00分 

7 月 23日（日）9時 15分～12時 00分 

※ 2 種類のクリアファイルの中からお好きなものを 1つお選びいただけます。 

 

 

２．引換場所 

西武鉄道 西武秩父線 西武秩父駅 

・S-TRAINでお越しのお客さま  …自動改札機横 

・特急レッドアロー号でお越しのお客さま  …特急改札内 

 

※ 臨時引換所の係員に「臨時 SL 列車 西武線 1日フリーきっぷ」および「特急券もしくは S-TRAIN

指定券」を呈示してください。「特急券もしくは S-TRAIN 指定券」1枚と引き換えで、オリジナ

ルクリアファイルを 1 つプレゼントします。 

※ クリアファイルの引換時には特急券・指定券を回収させていただきますので、キャンペーンに

ご参加のお客さまは、駅窓口での購入またはインターネット予約サービスをご利用ください。 

※ チケットレスサービス Smoozをご利用のお客さまは特急レッドアロー号・S-TRAINのご乗車前に、

前もってネット購入券を換券していただく必要がございます。 

※ ネット購入券の換券は、西武鉄道または東京メトロの駅窓口または券売機で取扱います。換券

できる箇所が改札外となる場合があるほか、換券にはチケットレスサービス Smooz の会員

番号とパスワードが必要です。 

※ 東急東横線および横浜高速鉄道みなとみらい線内各駅では換券の取扱いはありませんので

ご注意ください。東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線内から S-TRAIN をご利用のお

客さまは、東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線の各駅に設置の自動券売機で紙の指

定券をお買い求めください。 

 

 



 

【西武鉄道】 

特急レッドアロー号と S-TRAINのネット購入券が換券できます。 

① 特急券券売機・指定券券売機・特急券／指定券券売機 

換券可能時間 ： 初電車～終電車 ※営業時間は各駅で異なります。 

設置場所   ： 特急レッドアロー号、S-TRAIN停車駅（一部駅を除く） 

② 自動券売機 ※一部除く 

換券可能時間 ： 初電車～終電車 ※営業時間は各駅で異なります。 

設置場所   ： 西武線各駅（小竹向原を除く） 

【東京メトロ】 

S-TRAINのネット購入券が換券できます。 

① 駅窓口（駅事務室） 

換券可能時間 ： 5時 00分～終電車（換券可能時間内であっても取扱いできない場 

合があります。） 

取扱場所   ： 新宿三丁目、飯田橋、有楽町、豊洲 

 

３．引換条件 

・ 当日有効の臨時 SL 乗車券セットを所持していること 

・ 特急券・指定券の有効期間が「7月 22 日」「7月 23 日」であること 

・【S-TRAIN1 号、ちちぶ 7号・9 号・11号】のいずれかに乗車していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ※クリアファイルの画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①レイルくん＆スマイルちゃん 
クリアファイル 

 

②西武 旅するレストラン「52 席の至福」 
クリアファイル 

 



 

＜ 参考 ＞ 

「ちびっこ納涼駅まつり」について 

【開催日時】   2017年 7月 22日（土）・23 日（日） 11時 00分～14時 00 分 

【開催場所】   秩父鉄道 三峰口駅構内 

【開催内容】   ・縁日コーナー 

         ・駅員なりきり撮影会 

         ・鉄道グッズプレゼント（お子さま限定） ※なくなり次第終了します。 

【お問合せ】   秩父鉄道株式会社 鉄道部運輸課 048-523-3822 

 

「埼玉県立自然の博物館」について 

埼玉の自然や人のくらしと自然との関わりを多面的・総合的に扱い、県民に自然と人との共生について考え

るための情報を提供する「自然と人との共生を創出する自然系総合博物館」として 1981年に設置されました。 

埼玉県内で発見された巨大ザメ“カルカロドン メガロドン”や国の天然記念物に指定された海獣“パレオ

パラドキシア”の化石を展示しているほか、埼玉でみられる岩石・鉱物・化石・地層などの展示や、埼玉を代

表する森林とそこにすむ動物の姿を高さ 8 メートルの大ジオラマで紹介しています。 

【住 所】 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞１４１７－１ 

（秩父鉄道「上長瀞駅」から約 300m、「長瀞駅」から約 1km） 

【開館時間】  9 時 00分～17時 00分（入館は 16時 30分まで）※7・8月の開館時間です 

【観 覧 料】   一般 200 円／高校生・大学生 100 円／中学生以下無料 

【 U R L】  http://www.shizen.spec.ed.jp/ 

 

「長瀞ラインくだり」について 

国の特別天然記念物に指定された秩父長瀞の岩畳の中を、親鼻橋から岩畳（A コース/約 3キロ）と、岩畳か

ら高砂橋（B コース/約 3キロ）と全長約 6 キロを 2区間に分けて運航しています。 

【受付時間】 9 時から 16時頃まで 

【お問合せ】 長瀞ラインくだり（本部） 0494-66-0950（9 時から 17 時頃まで） 

【U R L】 http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/ 

※ 荒川の増水、渇水などにより営業を見合わせる場合があります。 

 

「宝登山ロープウェイ」について 

標高 497mの宝登山に架かる「宝登山ロープウェイ」は、山麓駅から山頂駅まで標高差 236m、全長 832mを 2

台のゴンドラ（50名さま乗り）が約 5分間で結びます。11月 30日までの期間限定で開設されている山頂の

「HODOSAN FOUR LEAF GARDEN」では、入園無料で“四つ葉のクローバー探し＆摘み取り（おひとり 1輪まで）”

が体験できます。 

【運 賃】 往復大人 820円（小人 410円）、片道大人 480 円（小人 240円） 

【運転時刻】 山麓駅発 17 時 00分まで 山頂駅発 17 時 20分まで 

【お問合せ】 宝登山ロープウェイ山麗駅 0494-66-0258 

 

以 上 

◇お客さまのお問合せ先 

  西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888 

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 

［営業時間：平日 9時～19時 土休日 9 時～17 時］ 

 

 

 

http://www.shizen.spec.ed.jp/
http://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/

