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2021 年 11 月 4 日

生産者×消費者をつなぐ、秩父の新たな魅力をお届けします

埼玉県民の日にあわせ、秩父地域の活性化を応援

まるごと秩父を楽しもう「ちちぶマルシェ」を開催
～同時に、地域密着型イベントの実施や、特急ラビューで運んだ西武池袋本店の厳選グルメも販売～

2021 年 11 月 13 日（土）
・11 月 14 日（日）
西武秩父駅直結、
“祭”をコンセプトにした複合型温泉施設「西武秩父駅前温泉 祭の湯」
（埼玉県
秩父市・運営：西武レクリエーション株式会社）は、一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社
（本社：埼玉県秩父市 会長：北堀 篤）と協業し、2021年11月13日（土）と11月14日（日）
に、秩父地域の農産物・加工食品を販売する「ちちぶマルシェ」を開催します。さらに、都内へのお
出かけを控えている秩父地域にお住まいの方々が気軽にお買い求めいただけるよう、西武池袋本店の
厳選グルメを販売します。こちらは西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市 社長：喜多村 樹美
男）が協力し、池袋～西武秩父駅間を走る特急ラビューに載せて輸送します。
本イベントは、2021年11月14日（日）の「埼玉県民の日」に埼玉県が150周年を迎えること
にあわせて実施するものです。埼玉県では魅力を県内外へ発信、そして未来へ繋いでいくため、「埼
玉150周年プロジェクト」を展開しています。
今回、秩父の新鮮な野菜や特色あふれる品々を取り揃えたマルシェや秩父蔵元の新酒が味わえる新
酒フェアなど地元出店者を中心にさまざまな商品を販売することで、埼玉県150周年を盛り上げる
とともに、秩父エリアのさらなる活性化を図ります。また、11月14日（日）には、秩父地域の学生
による“そば打ち実演”や勇壮な太鼓が打ち鳴らされる“祭囃子演奏会”など、地域住民もイベント
会場を盛りあげます。
西武線・埼玉県内限定「埼玉県民の日 記念１日フリーきっぷ」も発売されるこの2日間、秩父地
域の生産者と消費者をつなぐ「ちちぶマルシェ」に、ぜひお越しください。

【日

程】

【開催場所】

2021 年 11 月 13 日(土)、11 月 14 日(日)
西武秩父駅前温泉 祭の湯、西武秩父駅前モニュメント広場

【時
間】
11:00～16:00
※イベント内容、開催場所は都合により変更および中止になる場合があります。

会場 MAP

西武秩父駅前
モニュメント広場

秩父名産のお土産が揃う
ちちぶみやげ市

西武秩父駅前温泉 祭の湯
露天風呂

秩父名物
ホルモンも楽しめる

■ちちぶマルシェ
新鮮で美味しい、こだわりの秩父地域食材に出会えるマルシェ。
味の特徴や農法のこだわり、おすすめ調理方法など、
マルシェならではの生産者とのコミュニケーションを通じて、
新たな発見が楽しめます。
【開催場所】 西武秩父駅前モニュメント広場
【時

間】 11:00～16:00

■新酒フェア
埼玉県北西部に位置する秩父エリアは、日本酒・焼酎・ワイン・ウイスキー・ビールなど、さまざま
な種類のお酒が造られている酒どころ。
ちちぶマルシェ開催の 2 日間限定で、スタッフが厳選したお酒の試飲会を実施します。
また、試飲会のお酒は、ご自宅用やお土産としてお買い求めいただけます。
〈出店企業〉
1.有限会社秩父ワイン
http://chichibuwine.co.jp/
2.株式会社矢尾本店
https://chichibunishiki.com/
3.武甲酒造株式会社
https://www.bukou.co.jp/
4.株式会社藤﨑摠兵衛商店 長瀞蔵
https://nagatorogura.co.jp/
5.株式会社秩父ファーマーズファクトリー 兎田ワイナリー
https://chichibu-ff.com/winery/
試飲：西武秩父駅前モニュメント広場
販売：西武秩父駅前温泉 祭の湯「酒匠屋台」
試飲：11:00～16:00
間】
販売：10:00～20:30

【開催場所】
【時

■【11 月 1３日（土）限定】イベント
ちちぶマルシェ会場内の特設会場にてイベントを開催します。
イベント会場を華やかに盛りあげるバルーンショーや、力強い太鼓の音色を楽しめる和太鼓演奏、
親しみやすい音楽をゴージャスかつパワフルなサウンドでお届けするビッグバンドをお楽しみいただ
けます。
◎パフォーマーせつこのバルーンアート
【時
間】
①11:30～ ②13:30～

③15:30～

※各回約 30 分

◎和太鼓人 壱(いち)の和太鼓演奏
【時

間】

①12:00～

②14:00～

※各回約 30 分

◎ビッグバンド だぶしゃ(double sharp sounds orchestra)
【時
間】
①13:00～ ②15:00～
※各回約 30 分

■【11 月 14 日（日）限定】地域密着型イベント
埼玉県立秩父農工科学高等学校の学生たちとともに、来場したお客さまに楽しんでいただけるよう秩
父名物のそば打ち実演や、祭囃子の演奏会を実施します。
また、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で部活動を自粛していた学生たちの活躍できる場を
提供することで、イベントを通じて学生達の思い出づくりにも貢献します。
◎そば打ち実演
平成 30 年に開催された第 8 回全国高校生そば打ち選手権大会で団体 3 位、個人 3 位に入賞した学
生たちによる、そば打ちをお客さまの目の前で実演します。実演終了後は、打立てのそばを先着順で
配布します。
【時

間】

【開催場所】

①14:15～

②15:30～

西武秩父駅前温泉 祭の湯「呑喰処 祭の宴」（フードコート）

【整理券配布場所】 西武秩父駅前モニュメント広場 「三福だんご販売所」
【整理券配布時間】 11:00～（数量限定）
※整理券の配布は無くなり次第終了となります

※各回約 60 分

◎秩父屋台囃子保存部「祭囃子演奏会」
昭和 45 年に同好会として発足し、平成 2 年から全国高等学
校総合文化祭に 16 年連続出場するチームで、近年では平成
25 年に再び全国高等学校総合文化祭に出場し、文化庁長官
賞を受賞するほどの歴史ある部です。
【開催場所】 西武秩父駅前モニュメント広場
【時

間】 ①12:30～

②14:00～

※各回約 15 分

◎吹奏楽部演奏会
埼玉県立秩父農工科学高等学校の吹奏楽部による演奏会を
実施します。
【開催場所】 西武秩父駅前モニュメント広場
【時

間】 ①13:00～
※各回約 30 分

②14:30～

■西武鉄道が「特急ラビュー」で輸送した、西武池袋本店の厳選グルメを販売します
②

①

③

【日

④

程】

【販売場所】
【時

間】

【販売商品】

⑤

※画像はすべてイメージです

2021 年 11 月 13 日（土）、14 日(日)
西武秩父駅前温泉 祭の湯「ちちぶみやげ市」
（物販エリア）
各日 13:00 頃より販売 ※売切れ次第終了
① 青山 まい泉 ヒレかつサンド
② 巣鴨 喜福堂 あんぱん・クリームパ
ン・カレーパン
③ 銀座 銀座に志かわ 水にこだわる高
級食パン
④ 富山 源 ますのすし

422 円～

1,500 円～

⑤ 叙々苑 焼肉弁当

2,300 円～

216 円～
864 円

※表示価格はすべて税込みです

※天候等の事情により到着が遅れ、販売開始時間が遅れる場合があります。
※おひとりさま 1 回のご購入につき、1 種類あたり 2 点までの販売とさせていただきます。
＜参考＞
■埼玉 150 周年プロジェクト Web サイト
https://saitama150th.jp/
■西武線・埼玉県内限定「埼玉県民の日 記念１日フリーきっぷ」
https://www.seiburailway.jp/news/news-release/2021/20211104_saitama_free.pdf
※西武秩父駅前温泉 祭の湯「温泉エリア」入館時に本企画乗車券をご提示いただくと、オリジナル
ステッカーをプレゼント（数量に限りがあります）
■一般社団法人秩父地域 おもてなし観光公社 Facebook
https://www.facebook.com/maturimarche
◇お問合せ先
西武秩父駅前温泉 祭の湯 TEL.（0494）22-7111
以 上
※お客さまとスタッフの安全・安心を第一に新型コロナウイルス感染予防対策に取り組んでいます。
※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、営業内容に変更が生じる場合があります。

