○聖地巡礼のお願い

「あの花」＆
「秩父」

ᶔᵐᵌᵐ
Ꭲ߹עᅇộểỜ ᵫᵟᵮ
(１)OP カット・旧秩父橋

◆作品の舞台を荒らさないように！
！
◆現地の方々とは友好な関係を築いて行きましょう！
！
◆観光地以外の舞台に関しては、
さらに注意が必要！
！
→個人の家を撮影するなど、
プライバシーを侵害する行為などは絶対にやめて下さい。
◆学校などの施設への立ち入りに関して
→外部に一般公開されている場合を除いて、小・中・高校内に立ち入るのは絶対にやめて下さい。
(３３) じんたん、ゆきあつと・・（秩父神社前）

〜秩父市内編〜

(１８) つるこノートを忘れる（武蔵野銀行秩父支店）

⧎旧秩父橋の案内
①旧秩父橋でポスターカットを撮影するには、
午前中が最適です。午後の場合は、逆光に
なってしまいます。

OP より

(２) あなつる秘密基地からの帰り道（秩父橋）

第２話「ゆうしゃめんま」

＊つるこがノートを忘れた建物なし
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②秩父橋周辺に駐車場は御座いません。秩父
市内の駐車場に止めてバスなどの公共の交通
機関又は、徒歩・自転車での巡礼を推奨します
バスについては、概ね１時間に１−２本の
運行されております。
時刻表については別途資料でご案内します。

(１９) つるこ「弱虫」（秩父駅交差点）
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第 4 話「白の、リボンのワンピース」

(３４) 浅野靴店カット

③徒歩利用についての各あの花スポットから
所要時間のまとめてみました。
＊西武秩父駅〜秩父神社・八幡屋（15-20 分）
＊秩父神社〜ほっとすぽっと秩父館（5-10 分）
＊秩父館〜札所１７番定林寺 (20-25 分）
＊定林寺〜旧秩父橋（25-30 分）
＊定林寺〜第１中学（10-15 分）
＊第１中学〜秩父橋（15-20 分）

(２０) つるこのノートを渡すあなる

(３) じんたん学校へ行く２

第 3 話「めんまを探そうの会」

(４) あなる、じんたんを連れて（相生町公園 )
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おすすめコースとしては、バスで秩父橋まで
行き、その後、定林寺周辺を廻って秩父市内
に戻ってくるルートが良いと思います。

第１０話「花火」

第１０話「花火」

第 6 話「わすれてわすれないで」

(５) つるこ目撃 ( 桜木町児童公園・相生公園境）

第９話「みんなとめんま」

(６) めんまを背負って秘密基地へ（相生公園付近）

（秩父館前）

④旧秩父橋にて、ポスターのめんまのように、
橋の欄干の上に昇っているファン・巡礼者が
居られるようです。大変危険な行為なため、
絶対にやめてください。

第２話「ゆうしゃめんま」

第 2 話「ゆうしゃめんま」

(２１) じんたんがめんまのために買出し１

（セブンイレブン宮側町店）

(３６) うまやど酒店前
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第５話「トンネル」

第２話「ゆうしゃめんま」

(２２) ゆきあつ、ぽっぽに出会う

（江原菓子店横の通り）

(３７) ぽっぽのバイト先

第８話「I wonder」

第２話「ゆうしゃめんま」

(２３) じんたんバイトに行く（本町大村前）

(３8) パーラーベガス前踏切

㻔㻢㻕
第 9 話「みんなとめんま」

第１１話「あの夏に咲く花」

(７) じんたん学校をやっぱりさぼる（桜木町児童公園）

第 1 話「超平和バスターズ」

(３５) ゆきあつ走る②（少林寺前踏切）

(２４) 秩父ふるさと館前
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第２話「ゆうしゃめんま」

(３９) つきあつ、土下座（ベルク東町店）

㻔㻤㻕

㻔㻝㻜㻕 㻔㻥㻕
第 3 話「めんまを探そうの会」

(８)OP カット：定林寺

第 1 話「超平和バスターズ」
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OP より

(９) つるこ、あなるの後を追う（定林寺駐車場付近）

第 9 話「みんなとめんま」

(１０) じんたん学校へ行く１（定林寺付近 )

第 3 話「めんまを探そうの会」

第２話「みんなとめんま」
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(２５) じんたん、めんまの帰り道（そば天狗屋前）

(４０) 秩父鉄道線路沿いカット（秩父市市役所前）

第２話「みんなとめんま」

第１０話「花火」
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(２６) じんたん、秘密基地へ

（YAO 前交差点・付近）

第 3 話「めんまを探そうの会」

(２７) みんなでお見舞い（秩父第二病院 )

＊病院の建物は一致なし

第 7 話「ほんとのお願い」
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(１１) あなる交差点
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第８話「I wonder」

(４２) めんま交差点へ（ソフトバンクショップ前交差点 )

第２話「ゆうしゃめんま」

(４３) めんま市内を徘徊（西武秩父線高架下 )
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第 1 話「超平和バスターズ」
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(１２）キンカ堂跡地正面の路地カット

(４１) 待ち合わせ（西武秩父駅）

第２話「ゆうしゃめんま」

(４４) ゆきあつ・つるこ買い物（ウニクス秩父）
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第 9 話「みんなとめんま」

(１３) 蓮見第一ビル前

第 3 話「めんまを探そうの会」

第２話「ゆうしゃめんま」

第 1 話「超平和バスターズ」

（１４）じんたん・めんまが言い合う

（秩父駅東側児童公園前）
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(２８) めんま歩く（第２秩父病院前）
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第５話「トンネル」

(４６)OP カット（羊山公園展望台 )

OP より

OP より

第 1 話「超平和バスターズ」

(１５) じんたん・聡志が話す（秩父駅東側児童公園）
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(２９)OP カット：第２秩父病院

(４５) じんたんに買出し２（モンマートいのうえ )

(４７) じんたんバイト（羊山公園浄水場方面坂道 )

(３０) 秩父駅前燈籠
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第 1 話「超平和バスターズ」

第８話「I wonder」

(１６) じんたん・めんま出かける

（浅賀ちょうちん店付近歩道）

第 1 話「超平和バスターズ」

(１７) あなる待ち合わせ

（浦島歯科医院反対側歩道）

第 1 話「超平和バスターズ」

(３１)
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第 7 話「ほんとのお願い」

(４８)２話冒頭カット（羊山公園 )

ゆきあつ走る①（秩父祭り会館横）

第２話「ゆうしゃめんま」

(３２) じんたん・めんま、ゆきあつたちに出会う

第 1 話「超平和バスターズ」
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第２話「ゆうしゃめんま」

＊当マップは、舞台探訪まとめ Wiki の管理人である私が
独自に制作しているものです。秩父市内で地域振興に関わる
団体・個人とはまったく関係ありません。
情報に不備があると思いますので、その時はご連絡ください。
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