
 

 
 

  

 
202１年10月8日（金）～2022年3月10日（木）の期間限定 

企画乗車券「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」を発売！ 
 

西武鉄道株式会社 

秩 父 市 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）と秩父市（市長：北堀 篤）は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により観光されるお客さまが減少している秩父地域を盛り上げるため、昨年度に引き続き、期間

限定の企画乗車券「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」を発売します。 

「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」は、通年発売している「秩父漫遊きっぷ」の内容はそのままに、秩父市の協力を

受け、発売金額を値下げ（最大 大人640円、小児320円）した企画乗車券です。2021年10月8日（金）から

2022年3月10日（木）までの期間限定で発売します。 

詳細は、別紙のとおりです。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、発売を中止する可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 10月 1日 
 

西武秩父駅前温泉 祭の湯 秩父神社 三峯神社 

パンフレット表紙 



別紙-1 

「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」について 

【発売期間】  2021年10月8日（金）～2022年3月10日（木） 

※発売期間中であっても秩父市の補助金額の上限に達した場合は発売を終了します。

  【発売個所】  西武線各駅の自動券売機および窓口 

（小竹向原駅、高麗～西武秩父駅間、多摩川線の各駅を除く） 

  【発 売 日】  <自動券売機> ご利用開始当日 ※初電車～16：00 

＜駅 窓 口 ＞ ご利用開始日の１ヵ月前から 

【有効期間】  ご利用開始日から2日間 

※発駅～高麗駅間の途中駅で下車された場合は前途無効となります。

【内   容】 ・西武線発駅～高麗駅の往復乗車（1回限り）。

・高麗～西武秩父駅間は2日間乗り降り自由。

・次の6つのうち、いずれかの1つを選んでご利用いただける「漫遊マル得クーポン」付き。

① 「西武秩父駅前温泉 祭の湯」温泉エリアの入館券

② 「西武秩父駅前温泉 祭の湯」フードコートのお食事券

③ 「西武秩父駅前温泉 祭の湯」物販エリアのお買い物券

④ 秩父ゾーンの「バスフリーパス2日間」 ※西武観光バスの一部路線に限る

⑤ 三峯神社行き急行バス乗車（片道に限る） ※途中下車前途無効

⑥ 「トヨタレンタリース埼玉 西武秩父駅前店」でレンタカー特別料金 ※要事前予約

・「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」提示で秩父エリアの協賛施設・協賛店で割引等の特典あり。

詳細は当社Webサイト「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」をご確認ください。

https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/chichibusi-chichibu-manyu-kippu/index.html

【発売金額】   別紙-2参照 

例  池袋駅      大人1,590円（通常2,230円）／小児800円（通常1,120円） 

西武新宿駅  大人1,590円（通常2,230円）／小児800円（通常1,120円） 

所沢駅      大人1,390円（通常1,830円）／小児700円（通常920円） 

※「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」発売期間中は、通常の「秩父漫遊きっぷ」の発売は休止します。

※乗車券提示での特典がある店舗や施設の営業状況等は、各施設にご確認のうえ、お出かけください。

◇お客さまのお問合せ先

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： 全日 9時～17時（12/30～1/3を除く）］ 

以 上 

https://www.seiburailway.jp/ticket/otoku/chichibusi-chichibu-manyu-kippu/index.html


別紙-2

【大人】 （円：税込） 【小児】 （円：税込）

発売駅 発売金額 発売駅 発売金額

池袋 1,590 池袋 800
椎名町 1,570 椎名町 800
東長崎 1,570 東長崎 800
江古田 1,570 江古田 800
桜台 1,530 桜台 780
練馬 1,530 練馬 780
中村橋 1,530 中村橋 780
富士見台 1,530 富士見台 780
練馬高野台 1,510 練馬高野台 760
石神井公園 1,510 石神井公園 760
大泉学園 1,510 大泉学園 760
保谷 1,470 保谷 740
ひばりヶ丘 1,470 ひばりヶ丘 740
東久留米 1,450 東久留米 740
清瀬 1,450 清瀬 740
秋津 1,410 秋津 720
所沢 1,390 所沢 700
西所沢 1,390 西所沢 700
小手指 1,370 小手指 700
狭山ヶ丘 1,370 狭山ヶ丘 700
武蔵藤沢 1,350 武蔵藤沢 680
稲荷山公園 1,350 稲荷山公園 680
入間市 1,310 入間市 660
仏子 1,310 仏子 660
元加治 1,290 元加治 660
飯能 1,290 飯能 660
東飯能 1,290 東飯能 660
新桜台 1,570 新桜台 800
豊島園 1,530 豊島園 780
下山口 1,390 下山口 700
西武球場前 1,410 西武球場前 720
西武園ゆうえんち 1,450 西武園ゆうえんち 740
西武新宿 1,590 西武新宿 800
高田馬場 1,590 高田馬場 800
下落合 1,590 下落合 800
中井 1,590 中井 800
新井薬師前 1,570 新井薬師前 800
沼袋 1,570 沼袋 800
野方 1,570 野方 800
都立家政 1,570 都立家政 800
鷺ノ宮 1,570 鷺ノ宮 800
下井草 1,530 下井草 780
井荻 1,530 井荻 780
上井草 1,530 上井草 780
上石神井 1,530 上石神井 780
武蔵関 1,510 武蔵関 760
東伏見 1,510 東伏見 760
西武柳沢 1,510 西武柳沢 760
田無 1,470 田無 740
花小金井 1,470 花小金井 740
小平 1,450 小平 740
久米川 1,450 久米川 740
東村山 1,410 東村山 720
航空公園 1,410 航空公園 720
新所沢 1,410 新所沢 720
入曽 1,450 入曽 740
狭山市 1,470 狭山市 740
新狭山 1,510 新狭山 760
南大塚 1,510 南大塚 760
本川越 1,530 本川越 780
西武園 1,450 西武園 740
国分寺 1,470 国分寺 740
恋ヶ窪 1,470 恋ヶ窪 740
鷹の台 1,450 鷹の台 740
小川 1,450 小川 740
東大和市 1,470 東大和市 740
玉川上水 1,470 玉川上水 740
武蔵砂川 1,510 武蔵砂川 760
西武立川 1,510 西武立川 760
拝島 1,530 拝島 780
一橋学園 1,470 一橋学園 740
青梅街道 1,470 青梅街道 740
萩山 1,450 萩山 740
八坂 1,470 八坂 740
武蔵大和 1,450 武蔵大和 740
多摩湖 1,450 多摩湖 740

「秩父市応援 秩父漫遊きっぷ」料金額表


