
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020年 3月 5日 
西 武 鉄 道 株 式 会 社 
西武トラベル株式会社 
株 式 会 社 ビ ク セ ン 

 
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）、西武トラベル株式会社（本社：東京都港区、社長：

岡本 祐幸）、株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、社長：新妻 和重、総合光学機器メーカー）は、秩父・三

峯神社で絶景の雲海＆星空観賞を目指す！「金よる発で行く 秩父絶景ツアー」の募集を開始します。 

本ツアーは、2015 年 8 月からの合計 19 日間で累計 5,332 名のお客さまにご参加いただいており、今回もお客

さまからのご要望にお応えして再実施します。 “行楽シーズン”を迎える秩父で、絶景の「スターパーティ（星

空観賞会）」・「雲海観賞」を満喫してみませんか。三峯神社を訪れた後の解散場所は、西武秩父駅と秩父鉄道の長

瀞駅のどちらかを当日選択可能です。 

なお、両日とも、池袋発西武秩父行きの「特急ラビュー」を利用、池袋、所沢、入間市、飯能の 4 駅から、お

客さまのご都合に合わせてお選びいただけます。 

毎回多くのお客さまからお申し込みをいただいており、受付開始から程なくして満席となる人気ツアーです。

一部コースでは受付開始から約 1週間で満席となることもありますので、お早めのご予約をおすすめします。 

詳細は、別紙のとおりです。（※星空や雲海などの絶景を確約するものではありません。気象条件などによりお

楽しみいただけない場合もありますので、ご了承ください。） 
 

■「金よる発で行く 秩父絶景ツアー」のポイント！ ――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

（過去のイメージです） 

4月 24日(金)・6月 5日（金）池袋発 

・乗車駅：池袋、所沢、入間市、飯能 

  ＊お好きな駅から乗車可能！！ 

ご好評につき再実施！ 4月 24日（金）・6月 5日（金）夜発 

秩父・三峯神社で絶景の雲海＆星空観賞を目指す！ 

「金よる発で行く 秩父絶景ツアー」の募集開始 
池袋、所沢、入間市、飯能の 4駅から出発！ 

「特急ラビュー」利用 

」 

絶景② ★☆スターパーティ開催 ☆★ 

≪ 2日間共通 ≫ 

・夜明け前に輝く星を、2～3時間ほどたっぷり満喫！ 

・“分かりやすいと大人気” 星のソムリエ®による星空解説！ 

・スタッフの解説を聞きながら、天体望遠鏡で天体観測！ 

・雨が降っても大丈夫！特別プランをご用意しています！ 

 

 

 

ああ 

絶景① ★☆ 三峯神社で雲海観賞 ☆★ 

≪ 2日間共通 ≫ 

・雲海観賞スポット最大 3か所にて、ご来光と共に拝み

ます 

・雲海観賞後は、朝の特別祈祷に参座します。 

・朝食お弁当はレトロな紐を引いて容器を温める 

秩父わらじ味噌豚丼とおっきりこみうどんから選択

をご用意 

 



 

【別紙 1】 

「金よる発で行く 秩父絶景ツアー」について 

 

１．名称 

秩父・三峯神社で絶景の雲海＆星空観賞を目指す！「金よる発で行く 秩父絶景ツアー」 

 

２．催行日・概要 

（１）4月 24日（金）夜発～4月 25日（土）午前解散 

（２）6月 5日（金）夜発～6月 6日（土）午前解散 

・指定列車：池袋発西武秩父行き「特急ラビュー むさし 49号」（金曜日のみ延長運転） 

・乗 車 駅：① 西武鉄道池袋線 池 袋 駅 22時 30分出発 

      ② 西武鉄道池袋線 所 沢 駅 22時 52分出発 

      ③ 西武鉄道池袋線 入間市駅 23時 03分出発 

      ④ 西武鉄道池袋線 飯 能 駅 23時 13分出発 

 ＊事前にお渡しする「西武線 1日フリーきっぷ」＆「特急券」にて各自で乗車 

 

３．旅行代金・行程概要 

 

 

 

 

 

 

※旅行代金に含まれるもの 

   ・4月 24日（金）又は 6月 5日（金）に限り有効の西武線 1日フリーきっぷ 

   ・4月 24日（金）又は 6月 5日（金）むさし 49号の特急料金（池袋～西武秩父駅間） 

   ・貸切バス代、ご祈祷代、朝食お弁当代、諸税 

 

※行程概要 

・ご旅行日の 7日前（予定）を目安に、簡易書留で申込時にいただいた住所へ「最終旅行案内書 

（旅行の行程のご案内）」「西武線 1日フリーきっぷ」「むさし 49号特急券」など発送します。 

・ご旅行当日の受付場所などはございません。各自で西武線 1日フリーきっぷを利用し、池袋・ 

所沢・入間市・飯能のいずれかの駅から「特急ラビュー むさし 49号」にご乗車ください。 

（特急ラビューは全席座席指定です。特急券の号車番号・座席番号をお確かめの上、 

指定の座席をご利用ください。） 

   ・西武秩父駅到着後、4月 25日（土）、6月 6日（土）0時 25分頃に貸切バスで三峯神社へ移動 

します。 

   ・2時 30分頃、三峯神社に到着し、スターパーティ（星空観賞会）や雲海観賞、ツアー参加者 

限定のご祈祷などを予定しています。 

   ・加熱機能付きの容器でお弁当（軽朝食）をご用意します。 

   ・解散場所は当日お選びいただけます。（貸切バスにてご案内します） 

     ①西武鉄道  西武秩父駅解散 9時 30分頃 

     ②秩父鉄道  長瀞駅解散   10時 00分頃 

   ・西武秩父駅から解散場所まで添乗員が同行します。 

 

※旅行企画・実施 

・西武トラベル株式会社（観光庁長官登録旅行業第 139号） 

・西武鉄道株式会社（埼玉県知事登録旅行業第 2-1184号） 

乗 車 駅 コ ー ス 旅行代金 申 込 先 受 付 開 始 

池 袋 

所 沢 

入 間 市 

飯 能 

金よる発で行く 

秩父絶景ツアー 
11,900 円 

西 武 ト ラ ベ ル 

【Webページ限定】 
3月 5日(木)15時 



 

 

※協力 

      ・株式会社ビクセン、三峯神社 

 

４．お申込み 

【お申込み先】 

http://www.seibutravel.co.jp/category/chichibu_nagatoro/unkai.html  

 ※お申込みは Webサイトからのみとなります。 

 ※旅行代金のお支払方法は、クレジットカード決済または銀行振込をお選びいただけます。 

※奇数名（1名、3名など）でご参加の場合には相席となります。 

※旅行申込を取消される場合は取消料（*1）が発生します。 

※1回のお申込みは 1～4名さまです。 

※列車の運行状況等によって旅行内容の変更、中止などが発生する場合があります。 

 

（*1）取消料について 

・お客さまはいつでも下表の取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。 

取 消 日 取 消 料 

旅行開始日の前日から起

算してさかのぼって 

11日以前の解除 無  料 

10～8日前の解除 旅行代金の ２０％ 

7～2日前の解除 旅行代金の ３０％ 

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の ４０％ 

旅行開始日当日の解除 旅行代金の ５０％ 

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 

５．注意事項 

・本リリースは、旅行申込を募る告知物ではありません。 

必ず詳しい旅行内容･条件等をご確認のうえ、お申し込みください。 

・本リリースに含まれる情報は現時点での予定のため、一部変更となる可能性があります。 

・星空や雲海等は自然現象のため、天候状況などによりご覧いただけない場合があります。 

その場合も返金できかねますので、あらかじめご了承いただきお申し込みください。 

・マスコミ等による取材･撮影を実施する場合があります。撮影した動画や画像は、当日の様子として 

モザイク処理等を施さずに、報道または宣伝のために公開する場合があります。 

    ・標高 1,100mのため早朝 10℃程度まで冷え込むことがあります。必ず防寒対策をしてください。 

・「スターパーティ」は、株式会社ビクセンの登録商標です。 

・不慮の事由によりイベントを中止または内容を変更する場合があります 

 

◇お客さまのお問合せ先 

 【「金よる発で行く 秩父絶景ツアー」の商品内容・申込方法に関するお問合せ】 

   西武トラベル株式会社 

■電話お問合せ先 

     戦略事業部（営業時間：9時 30分～17時 30分・土休日は休み） 

TEL：03-6743-7173 

FAX：03-6743-7188 

■メールでのお問合せ 

media@seibutravel.co.jp 

 

http://www.seibutravel.co.jp/category/chichibu_nagatoro/unkai.html
mailto:media@seibutravel.co.jp


 

【別紙２】ツアーの特徴 

【絶景①】日本屈指のパワースポット三峯神社で、絶景の雲海鑑賞を目指します！ 
                  ・三峯神社職員が境内の解説をしながら、日の出前に雲海鑑賞ス 

ポットまでご案内します。条件が揃えば、日の出とともに眼下 

に広がる雲海をご満喫いただけます。感嘆の声をあげずにはい 

られないほどの神々しい絶景にご期待ください。 

                     ・この機会に、東京から一番近い雲海スポットといわれる秩父へ 

ぜひお越しください。 

 （参考）雲海発生状況  

https://www.seiburailway.jp/guide/sightseeing/chichibu/unkai/index.html 

 

・自然の氣が満ち溢れる天空のパワースポット、三峯神社へ気軽 

にお出かけできることも本ツアーの魅力のひとつです。 

                     ・標高 1,100m超に位置し神秘的な雰囲気の満ちている境内で、 

                      澄んだ空気に包まれてパワーチャージはいかがでしょうか。 

・日の出時刻以降に、ツアー参加者限定で 3班に分けて三峯神社 

 の特別祈祷を予定しています。 

                     ・元文 4年（1739年）築の歴史ある建物をカフェに改築して営業 

するアンティークカフェ「小教院」や「三峯神の湯」もツアー 

参加者向けに早朝から特別営業予定です。 

 

【絶景②】天体望遠鏡シェア国内トップを誇るビクセンによる、充実の星空観賞体験をご提供！  
・三峯神社にてスターパーティ（星空観賞会）を開催！ 

スターパーティとは、星空が主役のパーティです。星の見える 

場所に集まって、星にまつわるフードやドリンクなど・・・ 

“星”を素敵にコーディネートして、星空を眺めましょう！ 

・さらにビクセンによる星空解説を聞きながら、天体望遠鏡や双 

眼鏡を使用してお楽しみください。（数には限りがあります。） 

・雨の日でも楽しめる「雨の日 特別プラン」をご用意。 

※気温が低いため、必ず防寒対策をしてください。 

※寝転んで星を見上げる方はレジャーシートをご持参ください。 

 

【軽朝食】“寒さで冷えた身体に嬉しい”温かいお弁当（軽朝食）をご用意します！ 
・早朝の冷え込みが厳しい三峯神社で冷えた身体に嬉しい 

 加熱機能付の容器でお弁当（軽朝食／事前選択制）をご 

 用意。 

・ふるさと祭り東京 2018(第 9回全国ご当地どんぶり選手権)本選 

出場「秩父わらじ豚味噌丼」を朝食向けミニサイズに変更して 

ご提供します。秩父伝統の醤油仕立てのとんかつ、秩父自慢の 

「豚肉の味噌漬け」をお召し上がりください。 

・さっぱりとした朝食をご希望の方には、「おっきりこみうどん」 

 をご用意しています。お申し込み時にお選びください。 

※アレルギー対応はいたしかねます。 

 

【安心】女子旅でも安心！貸切バスに女性専用エリアを導入！ 

    ・女性同士のグループでご参加のお客さまは、バス車内にて同じエリアにお座りいただくことで 

男性（小学生以上）を含むグループと前後左右 1列に隣り合うことがないよう、極力配慮します。 

    ※上記内容を確約するものではありません。 

    ※男女混合のグループは、女性専用エリアをご利用いただくことはできません。 

    ※女性専用車両ではないため、同じ車両内に男性や男性を含むグループが乗車する場合があります。 

※申込時に参加者全員が女性とお知らせいただいたお客さまのみが対象です。 

 

【左】秩父わらじ豚味噌丼(ミニサイズ) 

【右】おっきりこみうどん 

 



 

 

（参考）三峯神社の雲海について 

2015年 2月～2017年 12月まで三峯神社・西武鉄道共同で、三峯神社の雲海について発生率を調査しました。 

【三峯神社の雲海発生状況】 

 

 

 

 

 

・調 査 者：三峯神社 社務所・興雲閣（発生状況を判断し記録しています。） 

・記録方法：【○】よく見えた 【△】まずまず見えた 【×】見えなかった 

※上記発生率は、【○】と【△】を合算した値です。 

・https://www.seiburailway.jp/guide/sightseeing/chichibu/unkai/index.html にて詳細情報を公開中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 間

2015年 記録なし 33.3% 35.4% 43.3% 29.0% 40.0%  41.9% 25.8%  33.3% 38.7% 46.6% 32.2% 36.4%

2016年 25.8% 31.0% 19.3% 40.0% 54.8% 40.0% 25.8% 32.2% 40.0% 61.2% 53.3% 16.1%  34.2%

2017年 3.2% 3.5% 22.5% 16.6% 22.5% 26.6% 70.9% 38.7% 60.0% 45.1% 60.0% 12.9% 32.1%

https://www.seiburailway.jp/guide/sightseeing/chichibu/unkai/index.html


 

【別紙３】以前のツアー風景をご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

スターパーティ（撮影：田中健太氏） 
3時 00分頃には満天の星を満喫できました。 
※高感度設定のカメラで撮影しています。 

日の出前の空と雲海（提供：三峯神社） 
5時 00分頃には朝焼けと雲海のコラボレーション
を鑑賞することができました。 

日の出の瞬間（撮影：田中健太氏） 
5時 00分過ぎには稜線から太陽が昇り、お客さま
から思わず感動の声が上がるほどの絶景でした。 

長時間継続した雲海（撮影：西武鉄道） 
7時 00分を過ぎても広大な雲海が継続しました。
広大な雲海を長時間見られた幸運な日でした。 

霧に包まれた三峯神社 
あたり一面が深い霧に包まれた様子。神の霊気が
宿ると言われ、神秘的な雰囲気に満ちています。 

三峯神社 拝殿 
豪華絢爛な三峯神社の拝殿。ツアー参加者は拝殿
の中へ入り早朝に特別なご祈祷を受けられます。 


