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2021 年 10 月 27 日

全国有数の「野菜のまち」深谷市とコラボレーション

11/28（日）SL ベジタブルテーマパークエクスプレス運行&
長瀞駅前マルシェを実施
～深谷市産野菜使用の SL 弁当「ベジ玉てばこ」、「ベジトッツオ」の限定販売も～
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、11 月 28 日（日）は当社沿線
の深谷市と共催で、深谷市産野菜の魅力を伝えるため「SL ベジタブルテーマパークエクスプレス」の運行、「え
き de 秋マルシェ in 長瀞 食欲の秋！野菜を楽しむ ベジタブルテーマパークフカヤまつり」を実施いたします。
詳細は、下記のとおりです。

SL パレオエクスプレス

【
「SL ベジタブルテーマパークエクスプレス」について】

イメージ

共催：深谷市

秩父鉄道沿線市町の１つ“深谷市”と共催で、深谷市産の野菜“ふかやさい”の魅力を伝えるため、SL パレオ
エクスプレス車内にて SL イベントを実施します。当イベントでは、野菜の魅力を楽しく知っていただけるよう
野菜ソムリエ（ふかやさいアンバサダー）による野菜レクチャーの他、毎年 11 月 23 日の勤労感謝の日に大切な
人へ労い（
“ねぎ”らい）の気持ちを込めて「深谷ねぎ」を贈ることで、労いの気持ちを形に表す日「深谷ねぎら
いの日」にちなみ、
「深谷ねぎ（ねぎ束）
」をプレゼントします。
＜ベジタブルテーマパークフカヤ とは＞
全国有数の野菜・農業のまちとして知られる、深谷市。ベジタブルテーマパークは、『関東の台所』とも呼ば
れるこのまち全体を「野菜が楽しめるテーマパーク」に見立て何度でも訪れたくなる観光地となることを目指し
ています。

ベジタブルテーマパークフカヤ

ロゴ

11/23

深谷ねぎらいの日

「SL ベジタブルテーマパークエクスプレス
ヘッドマーク

イメージ

（１）運 行 日 2021 年 11 月 28 日（日）
（２）イベント内容

・特別ヘッドマークの掲出
・特別乗車記念証のプレゼントあり
・野菜ソムリエ（ふかやさいアンバサダー）による野菜レクチャー（くだり熊谷‐長瀞間）
☆クイズを実施！正解者にはプレゼントあり
・ねぎらいの日「深谷ねぎ（ねぎ束）
」引換券プレゼント（くだり熊谷-寄居間）提供：深谷市
☆記念品の引換えは「えき de 秋マルシェ」会場内（11：40 頃～12：40 頃）

（３）その他

SL パレオエクスプレスは乗車日の 1 か月前から事前予約制です。

ご予約は、秩父鉄道 HP の「秩父鉄道 SL 予約システム」サービスをご利用ください。
https://www.chichibu-railway.co.jp/slpaleo
【SL ベジタブルテーマパークエクスプレス運行記念 SL 弁当「ベジ玉てばこ」、「ベジトッツオ」について】
「SL ベジタブルテーマパークエクスプレス」の運行を記念して、深谷駅前の「埼玉グランドホテル深谷」にご
協力いただき、深谷市産の野菜や穀物を使った SL 弁当「ベジ玉てばこ」と、話題のスイーツパン「マリトッツ
オ」を深谷市産野菜でアレンジをした「ベジトッツオ」を限定販売します。

SL 弁当「ベジ玉てばこ」

イメージ

SL スイーツパン「ベジトッツオ」

イメージ

（１） 販 売 日 2021 年 11 月 28 日（日）限定
（２） 販売価格 ・SL 弁当「ベジ玉てばこ」 1,200 円
旬の深谷市産野菜をふんだんに使い、1 日に必要な野菜摂取量の 1/3 をとれます。ヘルシー
ながら、ボリューム感のある SL 弁当が出来上がりました。このお弁当ひとつで深谷グルメ
を一度に楽しめます。
メニュー
・むさし麦豚ひき肉、深谷ねぎ、深谷しいたけの豚そぼろ
・深谷市産にんじんのしりしり
・深谷市産もやしのカレーマリネ
・SL 型黒胡麻大根

・深谷市産ごぼうの甘辛煮

・愛たまごの煮卵
・深谷市産小松菜の胡麻和え

・深谷市産ブロッコリーのハーブソルト

・深谷ねぎの田楽味噌焼き

・深谷市産ミニトマト

・埼玉県産 彩のきずな（十六穀米入り）

・SL スイーツパン「ベジトッツオ」 750 円
深谷市のパン屋「T’z Bakery KOHSHI」の深谷市産小松菜入りバンズを使用し、深谷市産ト
マトジャム、甘さ控えめのホイップクリームをたっぷりと挟みました。彩りにオレンジ風味
の深谷市産ブロッコリーとにんじん、ジンジャー風味の深谷市産ミニトマトを添えました。
（３） 販売箇所 SL 車内、えき de 秋マルシェ in 長瀞イベント会場内
＜事前受付（SL 車内販売分）＞10/28（木）10：00～11/26（金）12：00 まで
秩父鉄道 HP にて WEB 予約 https://www.chichibu-railway.co.jp/

【11/28（日）
「えき de 秋マルシェ in 長瀞 食欲の秋！野菜を楽しむ ベジタブルテーマパークフカヤまつり」
について】

共催：深谷市

2021 年 10 月 23 日（土）～11 月 28 日（日）の土休日に秩父鉄道 長瀞駅前で、沿線地域の店舗がお土産やグ
ルメを販売する「えき de 秋マルシェ in 長瀞」を開催しており、同イベント最終日の 11 月 28 日（日）は、SL ベ
ジタブルテーマパークエクスプレス運行に合わせ、深谷市のお土産やグルメ（キッチンカー）をメインにした「食
欲の秋！野菜を楽しむ ベジタブルテーマパークフカヤまつり」を開催いたします。

過去のえき de マルシェの様子

イメージ

（１） 開 催 日 時

2021 年 11 月 28 日（日） 10：00～15：00

（２） 開 催 場 所

秩父鉄道 長瀞駅前

（３） イベント内容
＜食欲の秋！野菜を楽しむ ベジタブルテーマパークフカヤまつり＞
・深谷市のお土産、グルメ（キッチンカー）等
出店者名

販売物

マルツ食品株式会社

深谷ねぎ等野菜を使った漬物

カントリーファーム

深谷市産特別栽培米（新米）、季節の手作りグラノーラ（深谷
市産とうもろこし「味来」のコーンフレーク入り他）

NEST

深谷市産野菜のケールベーグル、ふっかちゃんベーグル等

カフェ花見

ふっかちゃんカフェオレ、ふっかちゃんバナナケーキ、
ふかやさいたっぷり具だくさんスープ

パンチャ・ピエーナ

深谷ねぎ～煮、深谷ねぎグラタン、
深谷牛 100％ミートソース（ソースのみ）、ふっかップケーキ

＜駅前ステージ＞
・鉄道ものまね芸人“立川真司”総合司会による駅前ステージ
ステージ タイムテーブル
11：00～11：20

鉄道ものまね芸人 立川真司ライブ①

11：30～12：00

女子鉄アナウンサー 久野知美＆南田裕介 トークショー①

12：10～12：30

上野友梨奈ライブ①

12：40～13：00

鉄道ものまね芸人 立川真司ライブ②

13：10～13：40

女子鉄アナウンサー 久野知美＆南田裕介 トークショー②

13：50～14：10

ふっかちゃん 深谷ねぎらいステージ

14：20～14：40

上野友梨奈ライブ②

鉄道ものまね芸人

立川真司

久野知美

イメージ

南田裕介

イメージ

上野友梨奈

イメージ

イメージ

＜鉄道ブース＞
・お子さま向け制服なりきり撮影会
・
「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&記念品プレゼント
・
「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
・秩父鉄道 PR

お子さま向け

秩父鉄道沿線グルメ旅シールラリー

超平和バスターズトレインスタンプラリ

制服なりきり撮影会

イメージ

ー」イベント限定スタンプ押印&記念品

イメージ

プレゼント

イメージ

【ベジタブルテーマパークフカヤまつり開催記念 ちちてつ長瀞駅そば店 11/28（日）限定メニュー】
ちちてつ長瀞駅そば店では、
「えき de 秋マルシェ in 長瀞 食欲の秋！野菜を楽しむ ベジタブルテーマパー
クフカヤまつり」開催に伴い、深谷市産野菜をふんだんに使った限定メニューを発売します。
（１）発売日時

2021 年 11 月 28 日（日） 10：00～15：30

（２）場

ちちてつ長瀞駅そば店

所

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞 528-2（長瀞駅改札すぐ）
（３）発売メニュー

深谷ねぎの天ぷらそば

イメージ

ALL 埼玉ご当地 深谷×秩父の特製味噌らーめん

イメージ

深谷牛 100％ミートソースそば

丸系八つ頭のみそポテト

イメージ

イメージ

■深谷ねぎの天ぷらそば 550 円
「有限会社馬場ファミリー農園」（埼玉県深谷市人見 841-2）の旬な「深谷ねぎ」をまるごと 1 本使用した
特製天ぷらそばです。加熱した「深谷ねぎ」の上品な甘みとトロトロとした食感をご堪能ください。
■ALL 埼玉ご当地 深谷×秩父の特製味噌らーめん 800 円
スープに秩父の特製みそを使用し、トッピングには「黒豚ミート・花園バーク」
（埼玉県深谷市黒田 450-1）
の「花園黒豚」を使ったねぎ肉味噌、
「愛鶏園」
（埼玉県深谷市本郷 368）の「愛たまご」を使った煮卵、秩
父の特産品「しゃくしな漬」の油炒め、秩父名物「みそポテト」を付け合わせた究極のご当地コラボらーめ
んです。
■深谷牛 100％ミートソースそば 700 円
イタリア家庭料理店「パンチャ・ピエーナ」
（埼玉県深谷市宿根 78-1）と「ちちてつ長瀞駅そば店」による、
イタリアンと和を融合させた特別コラボメニューです。幻の深谷牛 100％を使用した特製ミートソースと秩
父そばのかけ合わせは、とても相性が良く絶妙な味わいとなっております。
■丸系八つ頭のみそポテト 250 円
11 月下旬に旬を迎える深谷市産「丸系八つ頭」を秩父名物「みそポテト」にしました。
「丸系八つ頭」は埼
玉県だけで栽培されている県オリジナル品種のさといもで、大きな丸い形とホクホクした食感が特徴です。
※「2009 年第 5 回埼玉 B 級ご当地グルメ王決定戦」優勝の「みそぽてと本舗有限会社」
（埼玉県秩父市栃谷
65）へ製造加工の委託をしております。

※イベント内容、販売内容は急遽変更または中止となる場合があります。
※金額表示は全て税込です。
※各種配布物・販売物はなくなり次第終了です。
※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。

◆イベントに関するお問合せ
秩父鉄道株式会社 企画部 ℡048-523-3313（平日 9：00～17：00）
◆SL 車内販売、ちちてつ長瀞駅そば店に関するお問合せ
株式会社秩鉄商事 ℡048-525-2283（平日 9：00～17：00）
◆この資料に関するお問合せ
秩父鉄道株式会社 企画部 春山・中澤

℡048-523-3313（平日 9：00～17：00）

