
 

 

 
 

 

２０２３年２月１６日 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 
 

 東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、東武トップツアーズ株式会社や地域事業者と連携し、日光   

エリアに次ぐ沿線の観光型MaaSとして、東武東上線・越生線各駅～川越・川越市駅間の往復乗車券と、

川越市内の東武バス１日乗車券、川越エリアで人気のグルメ、カフェ・スイーツ等を満喫できる、   

スマートフォン専用「川越れとろトリップきっぷ」を２０２３年３月１６日（木）より発売します。  

 池袋から最短２６分で非日常を感じられる川越は、まるでタイムトリップしたかのような感覚を味わ

えるレトロな街並みや話題のグルメ等、気軽に日帰り旅を楽しめることから、若い世代を中心に人気を

集めています。「川越れとろトリップきっぷ」は若年層を中心に、より便利に・よりシームレスに川越

旅を楽しんでいただけるスマートフォン専用きっぷで、参加店舗は写真映えするハンバーガーやイタリ

アン、川越名物おいもスイーツやカラフルなお団子等、１０代～２０代に人気の計３１店。初めてでも

川越の魅力を存分にお楽しみいただけます。 

また、「川越れとろトリップきっぷウェブサイト」ではきっぷを購入・利用できるだけでなく、お店・

シェアサイクルの場所も検索でき、旅の楽しみをワンストップで提供するサービスとしては、東上線エ

リアでは本きっぷが初となります。 

 ウェブサイトから２４時間、いつでもどこでも買える「川越れとろトリップきっぷ」で、気軽な日帰

り旅をお楽しみください。 

概要は別紙のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

３月１６日（木）より 

電車とバス、川越のグルメ・お土産をセットにした 

スマートフォン専用「川越れとろトリップきっぷ」を 

発売します！ 

※お問い合わせは、東武鉄道お客さまセンター ＴＥＬ０３－５９６２－０１０２ 

これ１つで、レトロな川越を１日便利に、シームレスに満喫できる川越エリア観光型MaaSがスタート！ 

△川越の街並み散策 △川越れとろトリップきっぷ 

ウェブサイト（イメージ） 

～池袋から最短26分。スマホ1つで非日常の旅へ～ 

NEWS  RELEASE 

△対象店舗商品例 

（あんこのきもち） 



 

 

＜別 紙＞ 

「川越れとろトリップきっぷ」 概要 

１ 名称 

川越れとろトリップきっぷ 

  以下２種類のきっぷを発売します。 

（１）【電車＆バス】川越れとろトリップきっぷ 

（２）【電車のみ】川越れとろトリップきっぷ 

 

２ 発売開始日 

   ２０２３年３月１６日（木）～ 

   ※利用開始日より１日間有効 

 

 ３ セット内容 

   （１）交通きっぷ（鉄道） 

    ・東武東上線・越生線各駅（川越・川越市駅を除く）～川越駅・川越市駅間往復乗車券 

    ・東武東上線 川越～川越市駅間 フリー乗車券 

     ※ＴＪライナーをご利用の際は別途座席指定券が必要となります。 

      （２）交通きっぷ（バス）※【電車＆バス】川越れとろトリップきっぷのみ 

・東武バス 小江戸名所めぐりバス（全線）、一般路線バス（川越駅～神明町車庫・小久保・       

川越氷川神社各停留所間） フリー乗車券 

   （３）ごはんきっぷ 

    川越で人気の１２店舗の中からお好きなお店を選びご利用いただけます。 

   （４）おたのしみきっぷ 

    カフェやおいもスイーツ、おみやげなど、バラエティ豊かな１９店舗の中から、お好きな

お店を選びご利用いただけます。 

 

  ４ 発売金額（大人１人） 

    （１）【電車＆バス】川越れとろトリップきっぷ  池袋発 ２,９００円 

（２）【電車のみ】川越れとろトリップきっぷ  池袋発 ２,５００円 

 発駅により料金が異なります。 

 

  ５ 購入方法 

    スマートフォンから「川越れとろトリップきっぷウェブサイト（https://kawagoe.tobu-maas.jp/lp）」

上でご購入ください。 

 

  ６ 利用方法 

    鉄  道：ご利用の際、有人改札口で駅係員に「川越れとろトリップきっぷ」をご提示ください。 

    バ  ス：ご利用の際、運転士に「川越れとろトリップきっぷ」をご提示ください。 

    ごはんきっぷ・おたのしみきっぷ：対象店舗できっぷを提示のうえ、店舗から指定された６桁 

のコードをご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

△きっぷ利用画面（イメージ） 

 

△川越れとろトリップきっぷ ロゴ 

https://kawagoe.tobu-maas.jp/lp


 

 

７ ごはんきっぷ・おたのしみきっぷが使える店舗一覧 

きっぷ１枚につき、ごはんきっぷ・おたのしみきっぷがそれぞれ１回利用できます。 

 ごはんきっぷ１２店舗・おたのしみきっぷ１９店舗の中から、お好きなお店をお選びいただけます。 

 

■ごはんきっぷが使える店舗

 
 

  

店名 ジャンル 提供メニュー 住所

1 小川藤 うなぎ うな丼 中（川越れとろトリップきっぷ専用メニュー） 川越市松江町2-3-1

2 Cafe Matilda カフェ パンケーキ＆クリームソーダ
川越市中原町1-5-17

MANITAビル1F

3 きょうのごはん ゆるりcafe カフェ おばんざい５種のプレート（ごはん・みそ汁付） 川越市連雀町32-1

4 寿庵 蔵のまち店 そば 割子そば三段 川越市幸町3-18

5 negombo33 川越店 カレー さつまいもチキンカレーorポークビンダルー+ドリンク 川越市連雀町8-1

6 ばぁ～ぐ ば～ぐ 洋食 Aランチ（ハンバーグ）＋ミニデザート 川越市新富町2-23-3

7 BurgerCafe honohono ハンバーガー ハンバーガー（ポテト付）＋パイントッピング 川越市元町1-8-25

8 HATSUNEYA GARDEN CAFE カフェ
【マフィンと本日のアイス】or【アフォガード】

＋選べるドリンク
川越市元町1-9-8

9 PIZZERIA ROCCO イタリアン PIZZA DA ROCCO 川越市連雀町10-3

10 Brighton Cafe イタリアン バジルとモッツアレラの完熟トマトポモドーロ 川越市通町8-1-1

11 Mrs.hamburger ハンバーガー スライダーバーガー4ヶ＋ポテトセット 川越市連雀町8-1

12 リストランテ ベニーノ イタリアン ベーコンとキノコのトマトソースパスタコース 川越市田町5-1

△Cafe Matilda 

 

△きょうのごはん ゆるりcafe 

 

△Brighton Cafe 

 

△Mrs.hamburger 

 

 



 

 

 

■おたのしみきっぷが使える店舗 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は「川越れとろトリップきっぷ ウェブサイト」（https://kawagoe.tobu-maas.jp/lp） 

をご確認ください。 

以  上 

店名 ジャンル 提供メニュー 住所

1 あぶり珈琲 カフェ 選べるテイクアウトドリンク 川越市大手町15-8

2 彩乃菓 和菓子 どら焼き2個セット 川越市連雀町10-1

3 あんこのきもち 和菓子・和スイーツ 恋みくじ団子2本セット 川越市連雀町8-1

4 カフェ＆バー 金魚亭 おいもスイーツ 焼き芋天 川越市仲町10-15

5 窯出し蜜いも ほくほく 軽食 蜜いものクロワッサン2個セット 川越市元町2-10-11

6 亀屋栄泉 おいもスイーツ 芋尽くし4点セット 川越市幸町5-6

7 川越・河村屋 おみやげ 選べる玉ねぎのお漬物 川越市幸町5-3

8
COEDOKIOSK お酒 COEDOビール 樽生 量り売り

川越市脇田本町8番地1

U_PLACE 1F

9

小江戸焼き芋 はち

（COEDO HACHI）
おいもスイーツ 焼き芋ブリュレ

川越市元町2-1-6

蔵の街てらす1F

10 大学いも 川越いわた新富町本店 おいもスイーツ 大学いも お試しセット 川越市新富町1-8-17

11 ちゃぶだいGuesthouse,Cafe＆Bar カフェ ちゃぶだいオリジナル　クラフトコーラ 川越市三久保町1-14

12

バウムクーヘン専門店

cocoro 川越店
洋菓子・スイーツ全般 エッグバウム 川越市幸町7-4

13
peeloff（ピールオフ） 洋菓子・スイーツ全般

川越れとろトリップきっぷ限定セット

（ガトーショコラデコ＋焼き菓子）
川越市連雀町2-6

14
Hill Pine's Espresso カフェ

LONG BLACK(Espresso&Water) or

LATTE(Espresso&Milk)
川越市連雀町13-1

15
MINAMIMACHI COFFEE／芋川 おいもスイーツ

ドリンク（コーヒーorティ）

＋焼きいもセット

川越市元町2-1-3

小江戸横丁1F

16
紋蔵庵 蔵の街店 おいもスイーツ

川越ぽてとクッキー４枚入or

川越ポテトスムージー
川越市元町1-15-5

17
une brise（ユヌ ブリーズ） 洋菓子・スイーツ全般

川越れとろトリップきっぷ限定

スペシャルてくてくシフォンケーキ
川越市幸町3-8

18 LEC（Little Edo Coffee） カフェ アメリカーノ 川越市志多町2-1

19 和雑貨 にび堂 雑貨 500円チケット 川越市連雀町10-1

△MINAMIMACHI COFFEE／芋川 

 

△peeloff（ピールオフ） 

 

https://kawagoe.tobu-maas.jp/lp

