
 

 

 

 

 

 

 
 

 2016年 6月 15日 
西 武 鉄 道 株 式 会 社 
サッポロビール株式会社 
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）、サッポロビール株式会社（本社：東京都渋谷区、

社長：尾賀 真城）、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＆星空鑑賞を目指す！「夜行特急で行く秩父絶景ツアー」の募集を開始します。（※星
空や雲海等の絶景を確約するものではありません。気象条件等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。） 
これは、昨年 8月・11月と今年 4月に合計 5日間実施した夜行特急ツアーがご好評をいただいたため、お客さ

まからのご要望にお応えして再実施するものです。 
今年から 8 月 11 日が祝日「山の日」として制定されることに合わせて、その前日の 8 月 10 日（水）深夜発ツ

アーを設定します。「山の日」の朝を、三峯神社でスターパーティと雲海鑑賞を楽しみながら迎えてみてはいかが
でしょうか。 
三峯神社を訪れた後は、夏の秩父を代表する観光地「長瀞」付近で解散するコースや、観光付きコースもお選

びいただけます。詳細は、以下および別紙のとおりです。 
 

■「夜行特急で行く秩父絶景ツアー」のポイント！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

今年制定の祝日 8月 11日（木）「山の日」はスターパーティ＆雲海鑑賞をご提案！ 

２０１６年８月１０日（水）・２０日（土）深夜発 

秩父・三峯神社で絶景の雲海＆星空鑑賞を目指す！ 

「夜行特急で行く秩父絶景ツアー」の募集開始！ 

◆8 月 10日（水）･20 日（土）深夜、池袋～西武秩父駅間に臨時夜行特急を運転！ 

 ・23時 30分頃池袋発→翌 0時 30分頃高麗着（トイレ休憩･20分程度）→翌 1時 20分頃西武秩父着（予定） 

 ・夜行特急車内では、ビクセン社員による星空解説や星座早見盤の使い方講座などをお楽しみください！ 

・【8 月 10 日発限定】女子旅でも安心！夜行特急・バスに女性専用エリアを導入予定。 

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！ 

絶景② 三峯神社で夜明け前に輝く星を楽しむスターパーティ（星空観賞会）も実施！ 

・【8 月 10 日発限定】スターパーティで「サッポロ生ビール 黒ラベル」（250ml･缶）プレゼント！ 

 “大人の★生。”黒ラベルを片手に満天の星を満喫してみませんか。（1人 1本、成人限定） 

絶景③ 夏の秩父を代表する観光地「長瀞」!長瀞解散コースや、観光付きコースもご用意！ 

 

三峯神社の星空（2016年 4月 29日ツアー時の様子） 
提供：株式会社ビクセン 
★「ぐるっとプラス」にてタイムラプス動画公開中！ 
※高感度設定のカメラで撮影しています。 

三峯神社の雲海（2016年 5月 31日早朝） 
提供：三峯神社 
★「ぐるっとプラス」にてツアー体験記を公開中！ 

※本リリースで使用している画像は全てイメージです。 

https://www.facebook.com/gruttoplus/videos/1744936232444068/
https://grutto-plus.com/after_report/unkai_tours/


【別紙】 

 

「夜行特急で行く秩父絶景ツアー」について 

 

１．ツアー名称 

秩父・三峯神社で絶景の雲海＆星空鑑賞を目指す！「夜行特急で行く秩父絶景ツアー」 

 

２．ツアー催行日・旅行企画実施 

催行日：8月 10日（水）深夜発日帰り～8月 11日（木・祝）解散 

             旅行企画実施：西武トラベル株式会社、西武鉄道株式会社 所沢駅観光案内所 

8月 20日（土）深夜発日帰り～8月 21日（日）解散 

        旅行企画実施：クラブツーリズム株式会社 

 

３．ツアーのポイント 

  ◆盛りだくさんのツアー内容！ 

【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、雲海鑑賞スポットまでご案内します。 

 （参考）雲海発生状況 http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/chichibu/unkai 

 

【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、望遠鏡や双眼鏡 

を使用してお楽しみください。（貸出数には限りがあります。） 

※寝転んで星を見上げられるようなレジャーシートや防寒対策 

のブランケットなどをお持ちください。 

※飲食物のお持ち込みは、お客さまご自身でお願いします。 

 

・三峯神社スターパーティにて 

「サッポロ生ビール 黒ラベル」（250ml･缶）をプレゼント！ 

                 ・プレゼントを希望される成人のお客さま 1人につき 1本となり 

ます。未成年者や不要とされる方にはお渡しいたしません。 

 

※星空観察、雲海出現等を確約するものではございません。 

※星空、雲海は気象条件等によりお楽しみいただけない場合もありますが、その際の返金はありません。 

 

【絶景③】夏の秩父を代表する観光地「長瀞」 

・長瀞付近で解散するコースや、観光付きコースもご用意しております。 

 

   【充実の朝食】朝食は本格酒種あんぱんとイタリアンテイストのパンをご用意！ 

 ・秩父市『ラパンノワール くろうさぎ』が本ツアーに合わせ、夏野菜を

使用した特別メニューのパンをご用意しております。 

・・すべてのパンに国産小麦と自家培養天然酵母を、またできる限りオーガ

ニックや自然農法の原材料を使用しているこだわりのお店です。 

※アレルギー（卵・乳）をお持ちの方は、必ず申込時にお知らせください。

（アレルギー対応パンも通常のパンと同じ工場内で製造しています。） 

≪8 月 10 日発限定≫ 

（イメージ） 

（イメージ） 

http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/chichibu/unkai


◆安全・安心・快適な移動時間をご提供！ 

【快適】池袋～西武秩父駅間に団体専用の臨時夜行特急を運転！ 

・快適に朝イチの絶景へ！ 

会社帰りでも十分間に合う23時30分頃池袋発の夜

行特急を運転。特急レッドアロー号のシートピッチ

が広いリクライニングシートでゆったりとお過ご

しください。貸切バスに乗り換えひと眠りすれば、

三峯神社へ到着。気軽に三峯神社へお出かけいただ

けます。 

 

 

 

 

・乗車駅：【8月 10日深夜発】池袋・所沢 

         【8月 20日深夜発】池袋・練馬・石神井公園・ひばりヶ丘・所沢 

    ・時 刻：23時 30分頃池袋発→翌 0時 30分頃高麗着（トイレ休憩･20分程度） 

→翌 1時 20分頃西武秩父着（予定） 

※ツアー参加者のみ乗車可能、ヘッドマークは設置しません。 

※臨時電車の運転時刻は事前に公表しません。 

※西武秩父駅のお手洗いについて、次ページをご確認ください。 

・イベント：ビクセン社員による当日の星空予報星空解説や星座早見盤（全員プレゼント）などを実施し 

ます。星空への理解を深めてから、実際の夜空をご覧ください。 

 

 

【安全・安心】貸切バスは「SAFETY BUS」認定の西武観光バス、秩父鉄道観光バスを使用。 

・三峯神社への移動時間は、安心してゆったりとおやすみいただけます。 

・貸切バス乗車中は、シートベルトの装着にご協力をお願いします。 

・バスにトイレはありませんので、ご了承ください。 

※急遽、状況により一部代車手配となり認定外車両となる可能性がありますので、ご了承ください。 

（※8月 20日発ツアーで使用するバスは、現在調整中です。） 

 

【安心】女子旅でも安心！夜行特急・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、特急・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、同じ車両内に男性を含むグループが乗車される場合があります。 

    ※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。 

  

≪8 月 10 日発限定≫ 

（イメージ） 



４．行程概要 

 【ツアー行程】 

※行程詳細は、発売窓口にて申込前にご確認ください。 

・集合場所：【8月 10日深夜発】池袋・所沢 

          【8月 20日深夜発】池袋・練馬・石神井公園・ひばりヶ丘・所沢 

・夜行特急：23時 30分頃池袋発→翌 0時 30分頃高麗着（トイレ休憩･20分程度） 

→翌 1時 20分頃西武秩父着（予定） 

    ・貸切バス：翌 1時 40分頃西武秩父駅発→翌 2時 30分頃 道の駅大滝温泉でトイレ休憩（予定） 

・三峯神社：翌 3時 00分頃着～スターパーティ（星空観賞会）～雲海鑑賞～ご祈祷～朝食 

・解散場所：各ツアーコースにより異なります。 

・観  光：観光付きプランもお選びいただけます。 

 

【旅行代金・申込先など】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※旅行代金は、大人代金（税込）です。 

※小児代金設定の有無や各コースの詳細は、発売窓口にてご確認の上でお申し込みください。 

 

５．西武秩父駅のお手洗いについて 

※本ツアー運営上の都合により、夜行特急を降車される際に西武秩父駅のトイレをご利用いただくこ 

とは出来ませんのでご了承ください。 

お手洗いをご利用されるお客さまは、夜行特急で 0 時 30 分頃高麗駅(20 分程度)と貸切バス移動時に

2 時 30 分頃 道の駅大滝温泉でトイレ休憩の時間を設けますので、そちらでご利用いただきますよう

お願いいたします。 

 

・現在の西武秩父駅トイレは、本ツアーのお客さま（総勢 350名程度の予定）にご利用いただける規

模ではありません。誠に恐れ入りますが、西武秩父駅での行列や混乱、バス発車遅延を避けるため

に、夜行特急降車時には西武秩父駅のトイレ使用を中止させていただきます。 

・翌 3時頃から三峯神社で夜明け前の星空を満喫していただくためにも、上記内容をご了承いただい

た上でお申し込みください。スムーズなツアー運営にご協力をお願いします。 

・特急車両は 1･7号車にトイレが設置されています。（1ヶ所につき個室･小便器 各 1つ） 

 

（参考）「西武秩父仲見世通り」リニューアル工事に伴い、西武秩父駅のトイレが大変少なくなってお

り、現在はご利用いただける箇所は改札内トイレ 1ヶ所のみとなっています。 

（男性）小便器 4つ、個室 2つ （女性）個室 4つ （多目的）個室 1つ  

http://www.club-t.com/
http://www.seibutravel.co.jp/category/chichibu_nagatoro/unkai.html


６．お申し込み先（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）  

東京都港区西新橋 1-14-2 新橋 SYビル 3階 

【窓口】商品事業部 TEL:03-6743-7173 

［営業時間：9:30～18：00（土休日を除く）］ 

       総合旅行業務取扱管理者 田島 一政 

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

 

●西武鉄道株式会社（東京都知事登録旅行業第 2-1785 号 一般社団法人日本旅行業協会協力会員） 

東京都豊島区南池袋一丁目 16番 15号 

【窓口】所沢駅観光案内所 TEL:04-2922-2147 

埼玉県所沢市くすのき台 1-14-5所沢駅内 

国内旅行業務取扱管理者  浅尾 仁一 

 

●クラブツーリズム株式会社（観光庁長官登録旅行業第 1693号） 

東京都新宿区西新宿 6-3-1 新宿アイランドウイング 

【窓口】バス旅行センター TEL:03-5998-3333 

［電話営業時間：月曜～土曜 9:15～17:30、日曜・祝日 9:15～13:00］ 

［来店窓口営業時間：月曜～土曜 9:15～17:30（休業日：日曜・祝日）］ 

     総合旅行業務取扱管理者 佐藤 正庸 

 【Web】http://www.club-t.com/ 

 

７．本リリースに関するお問い合わせ  

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］ 

  ※お客さまセンターでは、お申し込みは受け付けておりません。 

  ※お申し込み状況などの最新情報は、西武鉄道 Webサイトにて適宜公開予定。 

   http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/event-campaign-info/event/unkaitour.html 

 

８．注意事項 

・本リリースではお申し込みを受け付けておりません。 

・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。各主催者の

窓口にて詳しい旅行内容をご確認のうえ、お申し込みください。 

・雲海や星空観察は自然現象であるため、当日の天候の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が入る場合がありますので、ご了承のうえでお申し込みください。 

※必ず防寒具をご用意ください。三峯神社の早朝は 8月でも 10℃程度まで冷え込むことがあります。 

 

９．協力 

サッポロビール株式会社、株式会社ビクセン 

  

http://www.seibutravel.co.jp/category/chichibu_nagatoro/unkai.html
http://www.club-t.com/
http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/event-campaign-info/event/unkaitour.html


（参考）「夜行特急で行く秩父絶景ツアー」について 

2016 年 4 月実施時のツアー体験記やタイムラプス動画を西武沿線情報マガジン GRUTTO PLUS（ぐるっとプ

ラス）にて公開中。https://grutto-plus.com/after_report/unkai_tours/ 

※前回ツアーと一部内容が異なりますので、ご注意ください。 

 

（参考）三峯神社の雲海について 

2015年 2月より三峯神社・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ています。 

【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。 

・最新情報：http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/chichibu/unkai にて随時公開予定。 

以 上 

 

 

https://grutto-plus.com/after_report/unkai_tours/
http://www.seibu-group.co.jp/railways/enjoy/chichibu/unkai

