
長瀞町周辺教育旅行対応施設

■飲食店

エリア 店名 電話番号 FAX番号 住所 駐車場 食事内容 食事紹介文 受け入れ可能人数 食事料金 雨天時受け入れ 荒天時受け入れ 受付期間 申込期限 バリアフリー対応

宝登山 寳　TERAS 0494-69-0005 0494-69-0006 長瀞町長瀞544-1
乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス
秩父ランチ・お宝ランチなど 秩父の名物料理のほとんどが食べられます 75名 990円～ 可 可 年中無休 食事の１週間前まで

多目的トイレ有・車いすでの施設内移動可

施設内スロープ有

岩畳 見晴 0494-66-0028 0494-66-3040 長瀞町長瀞452 大型バス
ハンバーグ、から揚げ等

相談により内容決定
アレルギー対応いたします 120名 880円～ 可 可

年中無休

（予約の場合）
食事の30日前まで 非対応

■体験施設

エリア 施設名 電話番号 FAX番号 住所 駐車場 体験名 体験紹介文 受け入れ可能人数 体験料金 雨天時受け入れ 荒天時受け入れ 受付期間 申込期限 バリアフリー対応 受入可能年齢 集合場所 体験の流れ 所要時間 体験時必要なもの

宝登山 TAKARA工房 0494-26-5527 0494-69-0006 長瀞町長瀞544-1
乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス

サボテン

多肉植物寄せ植え体験

人気のサボテン・多肉植物の寄せ植えが

８８０円～体験できます。所要時間は１５分～。

雨の日でも小さなお子様から大人まで楽しめます。

30人程度 880円～ 可 要相談 年中無休 体験の１週間前まで 多目的トイレ有・車いすでの施設内移動可 未就学児～ 敷地内 入れ物のサイズ選択→寄せ植え 15～90分

岩畳 万寿庵 0494-66-3555 0494-66-3381 長瀞町長瀞447
乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス

長瀞渓谷無料ガイド

地産品買い物

長瀞渓谷（岩畳）から徒歩1分に位置する当店では、

当店利用のお客様に対して無料で渓谷についての

ガイド（約5～10分程度）を無料で実施しております。

当店売店内にも、地域の歴史や食文化を色濃く

あらわす地産品を数多く取り揃えております。

※お買い物時間がない場合や駐車場および

無料ガイドのみでのご利用はご遠慮ください。

160人 無料 可 可 年中無休 要相談 車いすでの施設内移動可 小学生～
長瀞渓谷（岩畳）

または長瀞駅周辺

①集合

②トイレ等のご説明

③長瀞渓谷（岩畳）ガイド　④

買い物

30分

上長瀞 埼玉県立自然の博物館 0494-66-0407 0494-69-1002 長瀞町長瀞1417-1

乗用車・マイクロバス・

小型バス・大型バス

（大型バス利用の場合は要相談）

博物館観覧

埼玉県資料を中心に、地質・動植物を幅広くご紹介。巨大ザ

メ「カルカロドンメガロドン」生体復元模型や謎の海獣「パ

レオパラドキシア」全身骨格化石は必見です。また、特別展

や年３回の企画展も開催しています。

感染症状況により入

館制限の可能性あ

り。※詳細はお問合

せください。

一般:200円、

高校生/大学生:100円、中

学生以下:無料、

障害者手帳・アプリ等を

お持ちの方とその介助者1

名:無料。

※学校の学習活動等は申

請により無料。

可 可

休館日：月曜日、

年末年始　※祝

日、振替休日、

ゴールデンウィー

ク、7・8月の月

曜日は開館。その

他臨時休館あり。

日程が決まり次第、御

相談ください。

多目的トイレ有・車いすでの施設内移動可・車い

すの貸し出し

未就学児～

未就学児は保護者

の方の付き添い要

博物館入口にて受付をお願いし

ます。※入館制限実施の場合

は、お待ちいただく場合があり

ます。

30分～1時間

水着、短パンTシャツ等

の濡れてもOKな軽装、

脱げにくい靴、タオル

上長瀞 アウトドアセンター長瀞 0494-66-4165 0494-66-4166 長瀞町長瀞1429
乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス
ラフティングツアー(半日)

空気を入れたゴムボートで約7キロの川下り。緩急ありの

コースを水しぶきをあげながら、力を合わせて進んでいきま

す。途中の岩畳では、泳いだり、ボートから飛び込んだり、

ゴールする頃には同じボートの仲間とハイタッチしながらお

互いを称えあうこと間違いなしです！

300名
5000円～6000円(日程や

人数によって変動)
可 不可 3月～12月 体験の21日前迄 非対応 小学生～

アウトドアセンター

長瀞

現地到着→当日の流れの説明→

着替え→ライフジャケット等の

装備を装着→河原へ(徒歩3分)

→河原で安全説明→漕ぎだしス

タート➝約7キロの川下り、当

日の水量やお天気によって色々

な遊びやゲームをしながらく

だっていきます→ゴール→バス

で最初の集合場所へ→着替えて

解散

約2時間半～

3時間

上長瀞

長瀞活性化環境整備

ボランティア

７１６ＭＡＫＥＲＳ

0494-66-3311 0494-66-0308 長瀞町大字長瀞529-1 体験場所周辺の有料駐車場を紹介
竹あかりの製作、竹あかりライト

アップ準備作業、竹林整備等

長瀞から上長瀞の荒川沿いの竹林において、竹林整備(下草刈

りや竹伐りなど)や、整備活動により発生した竹材を利用し竹

あかりの製作を行うなど、地域住民交流型のボランティア作

業と工作体験を通じた環境学習(ＳＤＧｓなど)ができます。

35名程度 1,000円から5,000円 要相談 不可 年末年始以外

体験の30日前まで(申し

込み人数や体験内容に

よっては調整可能)

非対応

未就学児～

（未就学児、小学

校低学年の参加は

保護者同伴）

月の石もみじ公園、

上長瀞駅周辺

受付→ＳＤＧｓの説明（竹害を

含む）→竹林整備（撤去及び運

搬作業）→竹あかりの製作（イ

ンパクトドライバーの使い方を

講習）

竹あかりの製

作(1～3時

間)、竹林整

備(1～3時

間)、竹林整

備と竹あかり

の製作(約５

時間)

作業用手袋、

作業用の服、タオル、

飲み物

上長瀞 カヌーヴィレッジ長瀞 0494-66-2679 なし 長瀞町長瀞947−１ 中型バス
長瀞ラフティングツアー　長瀞レイ

クSUPクルージングツアー

カヌーヴィレッジ長瀞の長瀞ラフティングツアーの売りは何

と言っても、長瀞最長を誇る7kmコース！ ココでしかできな

い体験が満載な川の旅は子供から大人まで楽しめます。 こだ

わりの施設で、オシャレにアウトドア体験！  都心からも近

い大自然に囲まれた埼玉県秩父の観光地・長瀞町で、天然記

念物の岩畳や大自然の中を下るラフティングツアーです。カ

ヌーヴィレッジ長瀞では、湖をゆったりクルージングしなが

ら、 リラックスして楽しむ初心者向け「レイクSUPクルージ

ング」を開催中！  長瀞の大自然の中を流れてる荒川。  荒川

といえば流れがあり急流のイメージがありますがそんな荒川

のイメージを覆す、 絶景で流れがなく湖になっている場所で

開催されるのがレイクSUPクルージング体験。

ラフティング50名

SUP40名
6000円～ 可 状況により 3月～11月 体験の1週間前 非対応

小学生（低学年）

～

カヌーヴィレッジ長

瀞

①受付・着替え ②準備が出来

たらスタート地点へ出発。 ③

スタッフよりラフティングツ

アーに関する諸注意、安全説明

等を行います。 ④ラフティン

グ開始！ ⑤まずは緩やかなと

ころで徐々に練習をしつつ激流

を目指します☆ ⑥川遊びを十

分に楽しんで♪ ⑦ゴールした

ら当社の車でカヌーヴィレッジ

長瀞に戻ります。 ⑧戻って着

替え終わったら、その日のツ

アー写真をモニターにて観賞。

⑨FreeWi-Fi完備してる施設

で、ツアー写真をダウンロード

し放題！

約３時間

水着または替えの下着

タオル（ツアー後に身

体を拭くタオル） 濡れ

てもいい運動靴もしく

は踵の固定できるサン

ダル ※ヒールの高い

物・厚底靴はNG（有料

レンタルシューズ有・

別途500円） 暑い季節

は濡れてもよいTシャ

ツ、半ズボン 眼鏡を着

用の方はメガネバン

ド、ゴーグル・替えコ

ンタクトレンズ等をご

用意ください。（メガ

ネバンドレンタル有・

別途500円）

樋口波久礼 秩父織塾工房横山 0494-66-0050 0494-66-3829 長瀞町矢那瀬1313-1
乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス

①藍染め体験

②コースター織体験

③秩父銘仙捺染タペストリー体験

④草木染め体験

①藍染め体験はハンカチをしぼり染めをしてオリジナルのハ

ンカチを作ります。

(所要時間30分　最大80人まで※大人数の場合はお時間が長

くなります)

②コースター織体験は自分の好きな色の糸を選んで自分好み

のオリジナルのコースターを作ります。

(所要時間30分　一回３名まで)

③捺染タペストリー体験は秩父銘仙の柄と好きな色を選んで

昔ながらの技法でたて糸に染めていきます。

(所要時間3時間　1日最大２名まで)

④草木染め体験は自然の草木を採取し煮詰めてハンカチをし

ぼり染めします

(所要時間2時間　最大40名)

紹介文参照

①1300円②1000円③

8000円～

④2000円

可 可
木曜定休

年末年始を除く

①②随時可能

(人数による)

③体験の3日前まで

④体験の1週間前まで

車いすでの施設内移動可

小学生～

③捺染タペスト

リー体験のみ小学

生低学年不可

工房内駐車場

①ハンカチを折りたたみ、

輪ゴムや割りばしを使って模様

を作る下準備をする。藍染をし

て水洗いをして乾かして終了。

②自分の好きな色の糸を５本選

び、板杼に巻取り、コースター

織をしていく。織あがった後房

を結ぶ。

③秩父銘仙の柄の型を選び、染

料を選んで、専用のへらで染め

る。窯で蒸して色を定着させ

る。タペストリーの形にして終

了。

④ハンカチを輪ゴムや割りばし

を使ってしぼり染めの準備をす

る。草木を煮出した染液でハン

カチを煮込む。沸騰した後に定

着剤にいれ再度煮込む。発色し

色が定着したら完成。

①30分

②30分

③2時間半

④2時間

エプロン

駅前 ネイチャーナビゲーター 0494-26-6774 0494-26-6775 長瀞町長瀞824-1 小型・マイクロバス 荒川長瀞ラフティング体験ツアー

専用のゴムボートで荒川長瀞峡をみんなで力を合わせて漕ぎ

下ります。小学生から参加できます。ライフジャケットを着

用するので泳げなくても大丈夫です。

70名 5500円～ 可

既定の水量を越え

なければ強雨時で

も催行可能です

4月から11月まで

前日まで、ただし直前

の予約はご希望に添え

ないことがあるので早

めのご予約をお勧めし

ています。

非対応 小学生～
ネイチャーナビゲー

ター長瀞ベース

施設に集合・受付、更衣室で着

替え、川へ移動、川下り、ゴー

ルポイントから弊社集合場所へ

移動、着替え、解散

3時間
水着、短パン、Tシャ

ツ、タオル

駅前 バイクライフサポートシステム 0494-66-3930 0494-66-3930 長瀞町長瀞888-1 乗用車 MTB体験 半日ツアー
レンタルMTB、ヘルメットなどがセットになった半日ツ

アー。山の上からMTBで悪路を走ります。
5名 6,000円 不可 不可 通年 前日まで 非対応

小学生（高学年）

～

長瀞町長瀞888-1

（blss事務所）

MTBの操作方法から基本的な

乗り方までを平坦な所で練習し

てから山の上まで車で搬送。ガ

イドのアドバイスを受けながら

悪路を下ります。下って来たら

再度搬送し、同じ道を再び走り

ます。無事に下って来たら車で

集合場所に戻ります。

3時間

運動靴、汚れても良い

服装（長袖、長ズボン

推奨）

岩田 埼玉県立長瀞げんきプラザ 0494-66-0177 0494-66-0106 長瀞町大字井戸367 乗用車・大型バス 各種クラフト まが玉づくりやハンコ作り、長瀞の竹を使ったクラフト 30名 100円~200円 可 可 通年 45日前迄 多目的トイレ有・車いすでの施設内移動可

小学生～

※内容により対象

年齢が変わりま

す。

埼玉県立長瀞げんき

プラザ

申込み～調整～決定～当日（ミ

ニ講座+体験+支払い）・支払

い

1時間~2時間
汚れてもいい服装、軍

手他

皆野町 いこいの村ヘリテイジ美の山 0494-62-4355 0494-62-4354 皆野町皆野3415
乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス

宿泊　カレー作り飯盒炊飯、星の鑑

賞会、ネーチャーウォーク
詳細は直接ご案内 150名 応相談 不可 不可 年中無休 3か月前、応相談

多目的トイレ有・車いすでの施設内移動可・車い

すの貸し出し・施設内スロープ有
未就学児～

いこいの村ヘリテイ

ジ美の山
ご相談 2時間他

寄居町 風布にじます釣り堀センター 048-581-4095 048-581-4095 寄居町風布1955

乗用車・マイクロバス・

小型バス・中型バス・大型バス

（バスの受け入れは平日）

にじます釣り
自分で釣り上げた魚をその場で職人が焼いて、定食類と一緒

に食べる

60人～平日だと更に

受け入れ人数を増や

せます

入場料金：1人300円　貸

し竿代：1本300円　魚

代：100ｇ500円　魚焼き

代1匹200円　他

可 不可

定休日はあります

が、事前予約で定

休日も対応可能

1か月程度前
多目的トイレ有・車いすでの施設内移動可・施設

内スロープ有
未就学児～ 店舗 各自釣り～お座敷で食事

30分～

60分程度


