
秩父市 産業観光部 観光課

電車

秩父地域秩父地域

練馬 I.C.

花園 I.C.

長瀞

狭山日高 I.C.

秩父

50分

20分

90分

65分
30分

圏央道関越自動車道

国道140号

国道299号国道140号 140

140

299

熊谷駅寄居駅長瀞駅皆野駅秩父駅御花畑駅

横瀬駅西武秩父駅

西武池袋線

4分

2分 15分 8分 20分 30分 40分

東武東上線
徒歩
5分
徒歩
5分

秩父鉄道 上越新幹線 東京駅東京駅

池袋駅池袋駅

横浜車

299

140

4

41
41

24

つくばJCT

東京国際空港（羽田空港）

山梨県

長野県

千葉県

三峰口

御花畑

雁坂トンネル

大宮

池袋

東京

至羽田

至成田

川越

横瀬

東飯能
飯能

秩父

皆野

長瀞

羽生

寄居

高崎

熊谷

花園I.C.

西武池袋線

JR八高線
東武東上線

秩父鉄道

JR高崎線

上越・北陸新幹線

東北新幹線

圏央道

皆野寄居有料道路

関越自動車道

上信越自動車道

常磐自動車道
東北自動車道

青梅I.C.

狭山日高I.C.

練馬I.C.

鶴ヶ島J.C.T.

八王子J.C.T.

久喜白岡J.C.T.

藤岡J.C.T.

成田空港

富士山

茨城空港

羽田空港

栃木県

群馬県

埼玉県

茨城県

静岡県 千葉県

神奈川県

東京都山梨県

秩父市

池袋駅から西武秩父駅まで
特急でわずか77分。

秩父駅と西武秩父駅という2つの駅があります
のでご注意ください。
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秩父の温泉

フルーツ狩り

ハイキング
札所巡りや駅から近い路地や通りを散策する
まち歩きと並び、ハイキングも人気。緑に癒さ
れ、歴史や文化を肌で感じ、さわやかな汗をか
いてみませんか。

そば

わらじかつ
秩父の名物といえば「わらじかつ」。一
足の「わらじ」をイメージした2枚のカ
ツからその名前が付けられています。
上のカツを丼のフタに乗せておいて、
2枚目から食べ始めるのが正しい食べ
方。特製の甘辛ダレが衣に染み込ん
で、おいしいですよ。

秩父のメープル
秩父地域では、カエデの木から樹液を
採取する取り組みが行われており、メー
プルシロップなどを使用した商品は大
人気です。お土産にどうぞ！

みそポテト

秩父の地酒

アウトドアレジャー

揚げたジャガイモに
甘めのみそだれをか
けて食べる、秩父ならで
はの郷土料理。秩父市の
イメージキャラクターであ
る「ポテくまくん」はみそポ
テトの食べ過ぎで、頭からみ
そがにじんできたらしい。

秩父ミューズパークイチョウ並木・雲海

秩父まつり会館
毎年12月2日、3日に開催されている秩父夜祭をプロジェク
ションマッピングや3Dシアターなどの映像や音で体感できま
す。笠鉾・屋台の展示の他、秩父夜祭の貴重な資料を間近で見
ることができます。

アニメ聖地巡礼ちちぶ銘仙館 秩父札所巡り
秩父札所34ヶ所観音霊場は、1番か
ら34番まで約100㎞。首都圏からも
近く、初めての巡礼にはお参りしやす
い札所です。沿道にはのどかな田園
風景や古いまちなみが広がり、巡礼
と同時に秩父散策も楽しめます。

秩父市観光スポット
Chichibu city sightseeing spot

羊山公園 芝桜の丘

MAP H-4

MAP I-5

MAP T-12

MAP O-4

MAP I-3 旧秩父橋

江戸時代、秩父の有名な温泉
7つが「秩父七湯」と呼ばれて
いたというほどその歴史は古
く、観光客や巡礼者たちでにぎ
わっていました。現在も日帰り
温泉をはじめ、さまざまな泉質
の温泉宿が点在し、来訪者に
癒しを提供しています。

お米があまり採れない地域だっ
たため、昔からそばやうどんが食
べられてきました。今でも作り方
やつゆなどにこだわったお店が数
多くあります。そば打ち体験がで
きるところもあります。

秩父市は都心から特急で約80分。荒川の清流と秩父盆地を中心とし
た山々に囲まれた自然豊かな地域です。花々やハイキング、川遊び、
キャンプだけでなく、秩父夜祭、龍勢祭、川瀬祭や小さな地域の祭りま
で、一年を通して楽しめます。 

羊山公園の丘一面に10種類40万株の芝桜が
咲きます。花の開花期間中である4月中旬～5
月初旬の芝桜まつりでは、秩父名物が食べら
れるお店やお土産を買うこともできます。公園
へは西武鉄道「西武秩父駅」または「横瀬駅」、
秩父鉄道「御花畑駅」から歩いて約20分です。   

ちちぶ銘仙館は国の登録有形文化財
に登録されており、養蚕業で栄えた秩
父の絹織物である「秩父銘仙」ができ
るまでの工程を見ることができます。
コースターを作る手織りや藍染体験も
できます。
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秩父鉄道三峰口駅周辺
や秩父ミューズパークに
はアクティビティスポー
ツが楽しめる体験型観光
施設があります。大自然
の中でスリル満点の体験
を楽しめます。 © 秩父市

秩父では日本酒やワイン、ウイスキー、
焼酎、ビールが造られていて、居酒屋や
BARでゆっくりお酒を飲むことができま
す。市内にある酒蔵やワイナリーでは、見
学ができたりと楽しみ方も多彩です。

展望台や滑り台、噴水やプール、カフェや
コテージがある大規模な公園です。約
3kmある遊歩道にはイチョウが植えら
れていて、秋になると黄色に色づき美し
い光景が広がります。また、展望台からは
その日の天候によって雲海を見ることが
できます。

秩父が舞台となったアニメ「あの
日見た花の名前を僕達はまだ知ら
ない。」と「心が叫びたがってるん
だ。」、「空の青さを知る人よ」に登
場した場所を巡ることができます。

秩父ではいちごやブルーベ
リー、ぶどうなどのフルーツ狩
りができます。
いちご狩りは1月～5月、ブ
ルーベリー狩りは6月～8月、
ぶどう狩りは8月～10月の期
間で楽しめます。



祭
り

Festival

秩父夜祭
毎年12月2日、3日に開かれる秩父
夜祭は日本三大曳山祭の一つに数
えられます。勇壮な屋台囃子が打ち
鳴らされる中、最大20ｔもある絢爛
豪華な6基の笠鉾・屋台が曳行され
る様子は迫力満点。盛大に花火も打
ち上げられ、師走の夜を彩ります。
（ユネスコ無形文化遺産）

龍勢祭

川瀬祭
毎年7月19日、20日に
開かれる子どもが中心の
お祭りです。笠鉾・屋台の
曳き廻しの他、御神幸行
列で担がれる神輿は、荒
川の清流の中へ入り「神
輿洗いの儀式」が行われ
ます。花火大会も開催さ
れ、夏の夜空を彩ります。

MAP G-2

お元気三猿▶
“よく見、よく聞いて、よく話そう”

▲北辰の梟（ふくろう）

◀子宝　子育ての虎

神
社
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MAP N-4

MAP D-6

秩父神社

三峯神社

羊山公園の丘一面に10種類40万株の芝桜が
咲きます。花の開花期間中である4月中旬～5
月初旬の芝桜まつりでは、秩父名物が食べら
れるお店やお土産を買うこともできます。公園
へは西武鉄道「西武秩父駅」または「横瀬駅」、
秩父鉄道「御花畑駅」から歩いて約20分です。   紀元前86年に創建され、2100年以上の歴史ある秩父神社。日光東照宮とは逆の「よく

見、よく聞いて、よく話そう」お元気三猿や、彫刻の龍に鎖を巻きつけたところ田畑を荒ら
す龍がいなくなったという伝説が残る「つなぎの龍」などの彫刻を見ることができます。

標高約1,100ｍにあり、日本の伝説
上の英雄ヤマトタケルノミコトの創
建と伝えられる神社で、本殿の彫刻
は見事です。神を守る動物として、一
般的には神社の入口に狛犬（こまい
ぬ）がいますが、三峯神社の場合は
オオカミで、いたるところにオオカミ
の像があります。

毎年10月の第二日曜日に行われるお祭り
で、椋神社例大祭に奉納する神事として、
「龍勢」と呼ばれる地元住民手作りのロケッ
トが打ち上げられます。白煙とともに轟音響
かせ打ち上がる龍勢はまさに”天に昇る龍”
のようです。（国の重要無形民俗文化財）

皆野町
秩父音頭発祥のふるさ
と、皆野町は自然を活か
したレジャースポットや、
四季折々の花々が楽しめ
ます！青空をバックに一
面に咲くポピー畑（天空
のポピー）や、秩父盆地
の山々、秩父唯一の独立
峰である蓑山（美の山）
の山頂から見る雲海はま
さに絶景！ ぜひ、一度皆
野町にお越しください！

Minano town

小鹿野町
日本百名山の両神山、日
本の滝百選の丸神の滝、
平成の名水百選の毘沙
門（びしゃもん）水、関東
最大級の規模を誇るダ
リア園、尾ノ内氷柱など
たくさんの見所がありま
す。また、歌舞伎の町とし
ても有名で、高い評価を
受けています。豊かな自
然と伝統芸能が息づく
小鹿野町にぜひお越しく
ださい。

Ogano town

長瀞町
自然が創り上げた美し
い景観が魅力の観光地
「長瀞」。
長瀞渓谷の中心地「岩
畳」は国の名勝及び天然
記念物に指定されてお
り「川下り」が有名です。
日本伝統の和舟に乗っ
て水上から眺める景色
はまさに絶景。約３km
を下るウォーターアク
ティビティで身も心も癒
やされるでしょう。

Nagatoro town
ながとろまち

みなのまち

おがのまち

聖天山歓喜院聖天堂（熊谷市）
埼玉県内唯一の国宝建造物として知られる「聖天堂(しょうでんどう)」は、外壁
一面に豪華絢爛な彫刻が施された圧倒的な迫力の建築物です。
また、長い歳月を刻んできた妻沼聖天山(しょうでんざん)の境内には、聖天堂
以外にも、装飾彫刻が見事な貴惣門(きそうもん)や最古の建築である中門
(ちゅうもん)など、貴重な伝統建築物が現存しています。

メッツァビレッジ（飯能市）
飯能市は北欧のライフスタイルが体
験できる「メッツァビレッジ」や北欧童
話の世界を楽しめる「トーベ・ヤンソ
ンあけぼの子どもの森公園」、山あい
に潜む美しい川や湖など、癒しの空
間をテーマに人々の余暇生活に充実
した時間と体験を提供しています。

蔵造りの町並み（川越市）

時の鐘

東京が江戸と呼ばれていた時代の
面影を色濃く残すまち、小江戸川越。
蔵造りの町並みや時の鐘、菓子屋横
丁など古き良き日本の伝統や文化が
味わえます。10月に開催される川越
氷川祭の山車行事（川越まつり）は
秩父夜祭同様、ユネスコ無形文化遺
産に登録されています。

秩父地域の4町

秩父市近隣観光地

秩父の観光をもっと便利に

行きたい秩父見つけた！

CHICHIBU OMOTENASHI
FREE Wi-Fi

https://navi.city.chichibu.lg.jp/

秩父観光なび
まずは秩父市の観光情報をここでチェック！

秩父旅館業協同組合

https://www.yadonet-chichibu.jp/

宿ネットちちぶ
宿泊施設のご案内。宿泊して秩父の旅行を
ゆっくりお楽しみください。

秩父観光協会

http://www.chichibuji.gr.jp/

ぶらっとちちぶ
観光だけでなく、体験やお土産の
情報も掲載しています。

外国語対応観光サイト

https://navi.city.chichibu.lg.jp/travel/ja/

CHICHIBU QR トラベルガイド
６つの外国語に対応した観光情報発信サイトです。

レンタサイクル

サイクるっとちちぶ

Safety tips

西武秩父駅前の秩父観光情報
館で貸出しています。遠出をし
ても別の貸出場所での返却も
できます。

一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

https://www.chichibu-omotenashi.com/

出会い旅ふれあいのちちぶ
近隣の町を含めた秩父地域の観光情報を入手できます。

秩父市内のいたるところで無料Wi-Fiが使えます！

詳しくは
このマークを
目印に

秩父市と近隣の4つの町は秩父の山々に囲まれた盆地にあり、昔から文化的に
も強い結びつきがあります。

（横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）

西武秩父駅祭の湯

G：小鹿野車庫・栗尾ゆき

D：吉田方面ゆき
Y：横瀬方面ゆき
K・N：浦山常盤橋ゆき

P2：両神温泉薬師の湯ゆき

H：和銅黒谷駅ゆき
M：三峯神社ゆき（急行）
      ・中津川ゆき

秩父観光情報館

交番

西武観光バス
営業所

西武鉄道

P1：ミューズパーク方面
（ぐるりん号） タクシー乗り場

4 小鹿野町営バス

1 2 3
5 6

西武観光バス

5番のりば

6番のりば

3番のりば

4番のりば

1番のりば

2番のりば

T：皆野駅ゆき
T：定峰峠方面ゆき

1

2

3

4

5

6

西武秩父
駅前

MAP Q-14

外国人旅行者向け
災害時
情報提供アプリ

災害時に必要な情
報を知ることができ
ます。外国人旅行者
が安心して旅行がで
きる、観光庁が提供
しているアプリ。

横瀬町 Yokoze town
よこぜまち

１月～２月下旬に厳しい
寒さによってつくりあげ
られる氷の芸術「あしが
くぼの氷柱」。ライトアッ
プでは、より一層幻想的
な世界が広がります。
日本ならではの田園風
景「寺坂棚田」は、７月上
旬にはかがり火で美しく
照らし出され、初秋には
黄金色の稲穂と彼岸花
が見られます。

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園

秩父市

小鹿野町

長瀞町
皆野町

熊谷市

飯能市

横瀬町

川越市

SAITAMA

フェイスブックもご覧ください。

©(2023)Moomin Characters/R&B

秩父市公式
インスタグラム

お気軽に「いいね」と「フォロー」
をどうぞ。
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