＜ＧｏＴｏトラベル事業支援対象＞

2020 年 11 月 12 日

「大人のクリスマス列車旅★
『光の長瀞』へゆくミステリーツアー」
～車内ライブを聴きながら通常では入線できない駅を巡る大人の列車旅～
秩父鉄道株式会社（本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：大谷 隆男）では、2020 年 12 月 12 日（土）
、19
日（土）の 2 日間で初めてのミステリーツアーを開催します。急行列車として運行している 6000 系車両をツア
ー貸切とし、
“当日のお楽しみ”として通常入線することのない駅へご案内します。クリスマス仕様の車内で、秩
父市内のレストラン特別ランチ BOX の提供やクリスマスライブを開催します。長瀞駅下車後は、長瀞散策にて夜
の岩畳周辺特別ライトアップをお楽しみいただけます。また、『光の長瀞

～国の名勝

岩畳にデジタル掛け軸

を～』の開催を記念して、電気機関車（EL）が客車をけん引する「EL パレオエクスプレス」の運行や長瀞駅前イ
ベントも実施します。詳細は、下記のとおりです。
記
１．
「大人のクリスマス列車旅★『光の長瀞』へゆくミステリーツアー」について
１）開 催 日 2020 年 12 月 12 日（土）、19 日（土）の 2 日間
２）行

程 秩父鉄道熊谷駅受付（12：30）…熊谷駅（13：45 発）…
【＜完全貸切＞途中停車（当日のお楽しみ）・トイレ休憩等】…長瀞駅（16：00 着）
→『光の長瀞 ～国の名勝

岩畳にデジタル掛け軸を～』へご案内後自由散策

…長瀞駅（18：03 発）…【普通電車】…熊谷駅（18：53 着）
※添乗員(当社スタッフ含む)が同行いたします。
３）開催内容 ・急行列車（6000 系車両）を完全貸し切りで
通常では入線することのない駅へご案内
（どこの駅へ向かうかは当日のお楽しみ！）
・秩父鉄道ゆかりのシンガーによるクリスマスライブ
※当日の運行状況などにより急遽イベント内容を
変更または中止する場合があります。
４）参加特典 ・秩父鉄道フリーきっぷ付き

車内装飾イメージ

（当日 1 日限り有効、払い戻し不可）
・～秩父市内のレストラン「cucina salve(クチーナサルヴェ)」～イベント特別ランチ
＜クチーナサルヴェ 四季のイタリアランチ BOX とドルチェ（プリン）＞付き
※密閉された容器でのお渡しとなります。

・車内をクリスマスの装飾でおもてなし
（花装飾はご自由にお持ち帰りいただけます）
・秩父鉄道からのちょっぴりプレゼント付き
＜このツアーのポイント＞

メニューイメージ

◎ツアーの移動には急行列車（6000 系車両）を利用し、
座席は間隔をあけてご利用いただきます。
◎通常列車では入線することのない駅も巡ります。行先は当日のお楽しみ！
◎ツアー列車車内では秩父鉄道ゆかりのシンガーによるクリスマスライブを開催。
ワインや地酒を片手に大人な列車旅をお楽しみください。
演奏者イメージ

※アルコール類は別途料金がかかります。
◎「cucina salve(クチーナサルヴェ)」シェフこだわりの
ツアー限定ランチ BOX をお楽しみいただけます。
◎長瀞駅下車後、『光の長瀞 ～国の名勝 岩畳にデジタル掛け軸を～』へご案内。
【cucina salve(クチーナサルヴェ)】
郷土の食材を使用したイタリア郷土料理の名店です。
種を播く料理人として、シェフ自ら野菜を育て、小麦を刈り、
鶏の世話をする、その全てがオーガニックへのこだわり。
食事を楽しむだけに留まらない、食材の物語を体験できるレストランです。

cucina salve イメージ

５）募集人員 各日 50 名（最少催行人員 各日 30 名）※18 歳以上対象
６）参加料金 ・1 ボックス占有 ▲向合せの 4 席(ABCD 席)を 1 名様でご利用
大人 1 名様：旅行代金 11,500 円（18 歳以上）
お支払い実額 7,500 円 [給付金 4,000 円・地域共通クーポン 2,000 円]
※小人の設定はございません
・2 席占有 ▲窓側から 2 席（AB 席又は CD 席）を 1 名様でご利用
大人 1 名様：旅行代金 9,200 円 （18 歳以上）
お支払い実額 6,000 円 [給付金 3,200 円・地域共通クーポン 1,000 円]
※座席の指定は出来ません
※2 席占有をお申込みの方は、他のお客様と相席になる場合がございます
７）申込方法 秩父鉄道ホームページ内 WEB 受付 ※定員に達し次第終了
【12 月 12 日開催分】
受付期間：11 月 12 日(木)10：00～12 月 4 日(金)17：00 まで
【12 月 19 日開催分】
受付期間：11 月 12 日（木）10：00～12 月 11 日（金）17：00 まで
８）そ の 他 ・雨天決行、荒天中止です。
・当日の運行状況などにより急きょイベント内容を変更または中止する場合があります。
・当日は、報道機関の取材等が行われる場合があります。
９）新型コロナウイルス感染症対策について
当ツアーでは感染症対策を以下のとおり行います。
＜感染症対策＞
・参加受付時に検温を実施し、37.5 度以上の方はご参加をお断りいたします。
・ツアー定員は座席定員の約 40％程度とし、密を避けています。
・参加受付場所、列車内に消毒液を設置いたします。
・添乗員、乗務員はマスク着用をいたします。
・列車内（手すり、座席、荷物棚等）の除菌消毒を実施いたします。
＜お客様へお願い＞
・発熱、咳など体調不良の症状がある方は、ご参加をお控えいただきますようお願いいたし
ます。
・過去 14 日間以内に発熱があった方、感染拡大している地域への訪問歴がある方はご参加
をお控えいただきますようお願いいたします。
・参加時にはマスクの着用をお願いいたします。
・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等、感染症予防対策にご協力をお願いいたしま
す。
１０）主催・企画

埼玉県知事登録旅行業 2-109 号 秩父観光興業株式会社

TEL 048-525-3701（平日 10：00～17：00）
２．
『光の長瀞 ～国の名勝 岩畳にデジタル掛け軸を～』記念イベントについて
１）開催日時 2020 年 12 月 12 日（土）
、19 日（土） 13：00～16：00
２）開催場所 長瀞駅前広場
３）開催内容 ＜ミニステージイベント＞
12/12（土）
：立川真司、木村裕子、三上隼
12/19（土）
：立川真司、吉川正洋（ダーリンハニー）、人未来
＜12/19（土）EL パレオエクスプレス運行＞
・EL（電気機関車）+12 系客車 4 両+EL（電気機関車）
・熊谷～秩父間を一往復運行（予約不要・全席自由席）
EL イメージ

・特別ヘッドマーク掲出
＜えき de マルシェ＞
・秩父鉄道沿線ゆかりの飲食等販売
・秩父鉄道グッズ等の販売
＜お子さま向け体験＞
・硬券ダッチングマシーン体験
・鉄道員なりきり制服撮影会

出演者イメージ

【
『光の長瀞 ～国の名勝 岩畳にデジタル掛け軸を～』
】
史上初！冬の長瀞が、光輝く異世界へ。
長瀞駅前や岩だたみ商店街のライトアップ、国の名勝『岩畳』への
光のアート投影など、色鮮やかな光の演出が"体感的"に楽しめる
イルミネーションイベント『光の長瀞』を開催します。
光のアートは世界的に著名なデジタルアーティスト『長谷川 章氏』
によるプロデュース。長瀞の岩畳が幻想的な異世界へと変わります！

『光の長瀞』イメージ

デートにも、女子旅にも。ロマンチックでフォトジェニックな冬のひとときを、ぜひお楽しみください。
◇開催日時 2020 年 12 月 11 日(金)・12 日(土)・18 日(金)・19 日(土) 17:00～21:00 まで常時投影
◇開催場所 長瀞駅から岩だたみ商店街、岩畳
≪主催≫ 長瀞町役場、東武トップツアーズ株式会社×カメラガールズ
≪協力≫ 一般社団法人 長瀞町観光協会、長瀞町商工会、秩父鉄道株式会社
※各種開催内容は急きょ変更になる場合があります
ＧｏＴｏ トラベル事業につきまして、お申込時のホームページにてご確認をお願いいたします。
◆この資料に関するお問合せ
秩父鉄道株式会社 企画部 梅澤・柴﨑・福田・春山 ℡048-523-3313

