
春は秩父鉄道沿線におでかけ！ 

SLイベントや SL出区点検見学ツアーを開催 
～初！「埼玉武蔵ヒートベアーズ」との SLコラボイベントを実施～ 
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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、春休みからゴールデンウィー

クにかけて、「SL パレオエクスプレス」にてイベントおよび特別ツアーを開催いたします。また、埼玉県熊谷市

を拠点とするプロ野球球団「埼玉武蔵ヒートベアーズ」との SL コラボイベントを実施します。当球団との初の

SLコラボイベントです。詳細は、下記のとおりです。 

記 

【SL ベアーズ号 2021 の運行について】 

 「埼玉武蔵ヒートベアーズ」は、プロ野球独立リーグ・ベースボール・チャレンジ・リーグ（ルートイン BC

リーグ）に所属し、埼玉県熊谷市を拠点とするプロ野球球団です。今回、当球団より活動拠点にある企業とコラ

ボを行い地域活性化に社会貢献したいとのことから、今回の SL イベントが実現しました。（協力：埼玉武蔵ヒー

トベアーズ） 

（１） 運 行 日 2021年 4月 1日（木）、2日（金） 

（２） イベント内容 ・特別ヘッドマークの掲出 

      ・ベアーズ仕様の車内装飾 

      ・特別乗車記念証のプレゼント 

      ・ベアーズマスコットキャラクターによる 1日駅長 

              （熊谷駅ホーム 9：30～10：10） 

      ・選手と記念撮影会（熊谷駅ホーム 9：00～10：00頃） 

      ・監督、選手、チアガールによる特別乗車記念証の配布 

              と特別車内放送（くだり熊谷-長瀞間） 

      ★特別乗車記念証を指定箇所で提示された方に特典あり 

      ※詳しくは埼玉武蔵ヒートベアーズ HPをご覧ください。 

 

【4月の SLイベントについて】 

 ■SL立川真司号 

   ・運 行 日 2021年 4月 3日（土） 

   ・イベント内容 ・特別ヘッドマークを掲出 

          ・立川真司による特別車内放送（くだり熊谷-秩父間） 

・立川真司による特別乗車記念証の配布と記念撮影の実施（くだり熊谷-秩父間） 

          ・SL車内で日本酒の量り売り・販売（協力：矢尾本店） 

  ＜ものまね芸人“立川真司”＞ 

駅構内放送、自動放送、走行音、駅メロなど鉄道の関わる全ての声、音を再現の他、生活に身近な音を声

帯模写、擬音を自在に操り臨場感あふれるステージを全国各地で開催。また、当社のイベントにも多数ご出

演いただいております。ものまねショーレストラン「そっくり館キサラ🄬」にてご活躍中です。 

 ■SL歴史クイズエクスプレス 

   ・運 行 日 2021年 4月 10日（土）、11日（日） 

   ・イベント内容 ・特別ヘッドマーク掲出 

SL ベアーズ号 2021 ヘッドマーク 
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・特別乗車記念証をプレゼント 

・れきしクンと記念撮影会（熊谷駅ホーム 9：50頃～） 

・れきしクン「れきしクイズ大会」（くだり熊谷-秩父間） 

 歴史に関するクイズを 3題出題、正解者へチョコレートケーキをプレゼント 

   ＜長谷川ヨシテル氏（れきしクン）＞ 

    歴史ナビゲーター・歴史作家。 ニックネームは「れきしクン」戦国時代・武将に関する知識が豊富！ 

漫才師としてデビュー、現在は歴史ナビゲーター・歴史作家として、 日本全国でイベントや講演会などに

出演し、書籍の出版などをしております。 芸人として培った経験を生かした、明るくわかりやすいトーク

で 歴史の魅力を伝えます。 

 ■SL秩父錦号（協力：矢尾本店） 

   ・運 行 日 2021年 4月 17日（土） 

   ・イベント内容 ・特別ヘッドマークを掲出 

・特別乗車記念証をプレゼント 

・SL 車内で日本酒の量り売り・販売 

 ■SL芝桜号 

   ・運 行 日 2021年 4月 23日（金）、24日（土）、25日（日） 

   ・イベント内容 ・特別ヘッドマークの掲出（24 日のみ） 

・特別乗車記念証をプレゼント 

・乗車記念証を秩父市番場町「ははそたい焼き」にご提示で、たい焼きをプレゼント 

 ※各日先着 50 名様 

 ※SL は事前予約制の全席指定席で運行します。ご予約方法および SL 運転時刻、各イベントの詳細などは、秩

父鉄道 HP をご覧ください。 

 ※新型コロナウイルス感染症対策については、秩父鉄道 HP にて公開しております。ご参加の前にご確認くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 ※イベント内容は急きょ変更となる場合があります。 

 ※各種なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川真司氏 イメージ 長谷川ヨシテル（れきしクン） 
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秩父鉄道 SL運行開始記念酒 
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秩父羊山公園 芝桜の丘 
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【秩父芝桜見学と SL出区点検見学ツアーについて】 

秩父羊山公園 芝桜の丘の見頃時期に合わせ、ＳＬ運行記念特別企画ツアーを開催いたします。このツアーは、

広瀬川原車両基地でＳＬの出区点検の見学や広瀬川原車両基地～熊谷駅間の SL 回送列車への特別乗車の他、秩

父羊山公園 芝桜の丘への見学ができる内容となっております。みなさまのご参加をお待ちしております。 

（１）開 催 日 2021年 4月 24日（土） 

（２）行 程 秩父鉄道 ひろせ野鳥の森駅 （集合受付 7：40）…【広瀬川原車両基地：SL出区点検見

学】++【広瀬川原車両基地～熊谷駅間：SL回送列車乗車】+++熊谷駅（10：10発）+++【SL

乗車（指定席）】+++御花畑駅（12：18 着）…【秩父羊山公園 芝桜の丘 見学】…現地

解散 

（３）参 加 特 典 ・秩父鉄道フリーきっぷ付き（当日 1日限り有効、払い戻し不可） 

・「SL 弁当（昼食）」付き 

・ツアー記念品『ＳＬオリジナルキャップ』『ＳＬクリアファイル』 

 『パレオのご飯（石炭）』プレゼント 

・秩父羊山公園 芝桜の丘 見学（秩父名物「みそポテト」付） 

★ツアーのポイント★ 

◎普段入ることのできない車両基地で、営業運転前の SLの様子や 

点検作業を見学できる。 

◎通常乗ることができない回送区間で SLに乗車できる。 

◎くだり熊谷～御花畑間の SL旅（指定席）楽しむことができる。 

◎見頃の時期に秩父羊山公園 芝桜の丘を見学 

 ※花の開花状況は天候等によって異なる場合がございます。予めご了承ください。 

（４）募 集 人 員 各日 40名（最少催行人員 各日 20名） 

※対象年齢 3歳～。0歳～2歳の同行は頂けません。 

（５）参 加 料 金 ※金額は税込み ※座席の指定はできません 

参加人数 旅行代金 

1ボックス 4名 

▲向合せの 4 席(ABCD 席)を 4 名様でご利用 
大人 1名様： 6,000円 ※小人は 5,300円 

1ボックス 3名 

▲向合せの 4 席(ABCD 席)を 3 名様でご利用 
大人 1名様： 7,500円 ※小人は 6,800円 

1ボックス 2名 

▲向合せの 4 席(ABCD 席)を 2 名様でご利用 
大人 1名様： 11,000円  ※小人は 10,300円 

1ボックス 1名 

▲向合せの 4 席(ABCD 席)を 1 名様でご利用 
大人 1名様： 15,000円 ※小人設定はございません 

（６）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 

受付期間：2021年 3月 26日（金）10：00～2021年 4月 16日（金）17：00まで 

（７）そ の 他 ・雨天決行、荒天中止です 

・添乗員(当社スタッフ含む)が同行いたします。  

・昼食は SL列車車内にてお弁当を配布します。車内でお召し上がりください 

・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。 

・当日は、報道機関の取材等が行われる場合があります。 

・ひろせ野鳥の森駅には駐車場がございません。 

・新型コロナウイルス感染症対策については、秩父鉄道 HP（ツアー詳細ページ）にてご確 

認をお願いいたします。 

 （８）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） 

◆この資料に関するお問合せ 

秩父鉄道株式会社 企画部 柴﨑・福田・春山・中澤 ℡048-523-3313 

以 上 
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