至片品・沼田

日 光 エリア マップ
奥日光・中禅寺エリア

湯ノ湖

日光ニコニコパスポートのご利用方法
1
2

戦場ヶ原

中禅寺エリア
日光二荒山神社
中宮祠

中禅寺エリア

至日光駅

3
4

中禅寺湖

中禅寺エリア
中禅寺 立木観音

至半月山

5

日光東町・西町エリア

稲荷川
日光二荒山神社

至いろは坂

日光東照宮

至霧降高原

日光山輪王寺

日光西町エリア

大谷川

お泊りの旅館・ホテルでパスポートをゲット！

（施設印がないものは無効となります。）

日光ニコニコパスポートの参加店をチェック！

参加店でパスポートを提示するとお得な特典が受けられます。
（お得な特典は施設ごとに違います。）

参加店でスタンプをゲット！

1店舗につき1スタンプとさせていただきます。

スタンプ4つ集めてうれしいグッズをプレゼント！

スタンプが4つ集まったら日光郷土センターまたは
東武日光駅内・JR日光駅内の観光案内所にお持ち下さい。
お持ちいただいた方限定でもれなく記念品をプレゼント。
（受付時間/9：00〜17：00まで）

プレゼントに応募！

スタンプを4つ集めたら、
この応募用紙に必要事項を記入の上、
応募箱に投函または郵送してください。
抽選で日光温泉旅館協同組合のペア宿泊券
（5組）
や
日光の名産品
（20名）
をプレゼント！ ぜひご応募ください！

応募箱は東武日光駅・JR日光駅内の観光案内所、日光郷土センターに設置してあ
ります。
（受付時間/9：00〜17：00まで）
郵送の方は下記住所までお送りください。
（郵送代はお客様負担）

神橋
東武日光駅

日光郷土センター
日光宇都宮道路

JR日光駅

日光東町エリア

大谷川

至宇都宮
日光
IC

〒321-1421
栃木県日光市所野2854
日光温泉旅館協同組合
日光ニコニコパスポート スタンプラリー応募係
http://www.nikko-spa.org
応募締切：2017年12月30日
（土）
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

日光東飲食物産組合
日光二社一寺前飲食物産業組合 中禅寺温泉飲食物産店組合

【協 力】（一社）日光市観光協会

【主催】日光温泉旅館協同組合

施設印

電話
住所

お得な特 典 満 載

〒

スタンプラリー

氏名

日 光 ニコニコ
パ ス ポ ート

4
3

NIKKO

2

日光

1
開催期間： 平成29年3月10日（金）〜12月30日（土）

スタンプラリー応募用紙

中禅寺観光センター
【営業時間】9：00〜18：00

栃木県日光市中宮祠2478

本家 やまびこ

☎0288-55-0042

【定休日】年中無休

【営業時間】9：00〜17：00

栃木県日光市中宮祠2485

本宮カフェ

☎0288-55-0157

【営業時間】9：00〜17：00（5月〜11月）／9：30〜16：00（12月〜4月）【定休日】年中無休（12月 〜4月不定休）

さ とう 物 産

栃木県日光市中宮祠2480

日光ゆば遊膳

☎0288-55-0205

5,000円以上お買い上げの方にコーヒー1杯サービス

全 メニュー 5 0 円 割 引

栃木県日光市中宮祠2482

【営業時間】10：00〜15：00（月〜金）／10：00〜16：00（土･日･祝）

☎0288-55-0225
【定休日】不定休

お一人様1,000円以上お食事された方、グループに1皿ワカサギのから揚げサービス

栃木県日光市中宮祠2478

【営業時間】11：30〜15：00（ランチ）／18：00〜20：00（ディナー）

☎0288-55-0212

【定休日】不定休

全商品10％引き（但しカード使用不可）

日光オルゴール館

栃木県日光市中宮祠2478

【営業時間】9：00〜17：00（体験〜16：00）

☎0288-55-1284

【定休日】年中無休（12月〜2月不定休）

栃木県日光市中宮祠2478

【営業時間】11：00〜17：00（季節により変更有）

御土産 御食事 きしの

【営業時間】9：00〜16：00（LO 15：45）

日の丸観光センター
【営業時間】10：00〜17：00

☎0288-55-1288

【定休日】不定休

そば処新駒

栃木県日光市安川町7-11

【営業時間】10：00〜19：00

☎0288-54-0110

【定休日】火曜日

そば処林屋

栃木県日光市安川町5-24

お食事ご利用のお客様に手造りミニみそおでん各1皿づつサービス

旭屋支店

栃木県日光市安川町6-43

栃木県日光市稲荷町3-1-3 ☎0288-53-6744

レストセンター福助

栃木県日光市松原町255

☎0288-25-6616

【営業時間】11：00〜22：00（LO 22：00）【定休日】無休
全品1割引き

栃木県日光市石屋町420

☎0288-53-1166

【定休日】不定休

あさやレストハウス

冨士屋観光センター

【定休日】年中無休

レストランまこ

栃木県日光市松原町10-8

☎0288-54-1595

【定休日】不定休

栃木県日光市稲荷町2-2-3 ☎0288-53-4166
【定休日】水曜日

食堂すずき

栃木県日光市御幸町581-2 ☎0288-54-0662

【営業時間】11：30〜14：30（ランチ）／17：15〜21：00（ディナー）
（LO 20：45）【定休日】第1水曜日、第2月曜日、木曜日、第3木曜日、第4水曜日

さかえや

栃木県日光市松原町10-1

日光西町エリア

☎0288-54-1528

【定休日】不定休

レストランえんや

栃木県日光市石屋町443

日光東町エリア

☎0288-53-5605
【定休日】
月曜日

全 飲 食 代 より 5 ％ 引 き

味の店二幸

栃木県日光市御幸町577

【営業時間】11：00〜14：00／17：00〜20：00

☎0288-53-0253

【定休日】水曜日

お食事お一人様1,000円以上で100円割引

手打ちそば魚要

栃木県日光市御幸町593

【営業時間】11：00〜15：00／17：00〜19：00

お食事の方にコーヒー又はアイスクリームをサービス

中禅寺エリア

【定休日】火曜日

【営業時間】11：00〜14：00（LO 14：00）／17：00〜23：00（LO 22：00）

現金で1,000円以上のお買い上げの際8％割引
（但し対象外商品もあり）

お食事処みるきーはうす

栃木県日光市稲荷町3-321 ☎0288-54-0939

ランチ以外でお食事1,000円以上のお客様にアイスクリームかプリンをサービス

お食事ご利用の方手作りゆばコロッケ1個サービス。また、手荷物無料お預かりいたします

【営業時間】11：00〜15：00（LO 14：30）

栃木県日光市安川町4-9 ☎0288-54-0272

揚げゆばまんじゅうを5個お買い上げで1個プレゼント

栃木県日光市上鉢石町1111 ☎0288-54-0605

【営業時間】10：00〜17：00（月〜土）／9：00〜17：00（日･祝日）

【定休日】年中無休

1,000円以上ご購入のお客様1割引き

【営業時間】9：30〜18：30

【定休日】年中無休

水 車 物 産店

☎0288-54-2105

お食事1,000円以上された方にソフトドリンク1杯サービス

400円以上お買い上げでサ ービス品あり

【営業時間】9：00〜15：45

栃木県日光市安川町4-22

【営業時間】10：00〜22：00（LO 22：00）

当店ご利用 のお客様に心ばかりの 粗品 のプレゼント

【営業時間】10：00〜18：00

【定休日】不定休

お土産お買い上げ のお客 様に8％割り引き

【営業時間】8：00〜17：00

【定休日】不定休

マリオンクレープ日光店

☎0288-53-2233

お食事かお土産2,000円以上ご利用で1割引き・また東照宮見学中お手荷物無料預かり

【定休日】水曜日

ダイニングカフェ
湯波こまち東武駅前店

☎0288-54-0884

【定休日】木曜日

【営業時間】9：00〜17：00（4月〜10月）／9：00〜16：00（11月〜3月）

栃木県日光市石屋町420-1 ☎090-7078-7301

白雲

☎0288-54-1231

【定休日】不定休

【営業時間】10：00〜15：00（平日）／10：00〜16：00（土･日）

お一人様800円以上1,000円のご利用で50円引き。1,000円以上は100円引き

【営業時間】9：30〜17：30

☎0288-54-1173

お食事1,500円以上ご利用の方に飲み物サービス。お土産2,000円以上のお客様に福を呼ぶフクロウ根付けサービス

【営業時間】8：00〜17：00（5月〜11月）／9：00〜15：00（12月〜4月）

お食事1,000円以上につき杏仁豆腐をサービス

【営業時間】11：00〜18：00

栃木県日光市安川町5-1

【谷折り①】

栃木県日光市中鉢石町894

三天甘太郎

【定休日】不定休

【定休日】水曜日

【谷折り①】

E a t あさい

☎0288-54-0974

湯波定食（税込2,000円）をお召し上がりの方に日光名物石田屋の甚五郎煎餅をお茶受けとしてサービス

商品3,000円以上お買い上げ
（飲食を除く）
で1割引き

【営業時間】11：30〜14：00／17：00〜20：30

栃木県日光市山内2281-3

宮様セット
「手打ちそば＋ゆば煮付け」
をご注文された方200円引き

レジにてお買い上げ額から10％引き
（但し他の割引サービスとの併用は不可）

工房café 鹿の子

☎0288-53-0353

【定休日】水曜日

創作ゆば箱膳御注文のお客様豆乳プリン又はコーヒーサービス
︻谷折り②︼

☎0288-55-0045

【営業時間】8：00〜17：00（4月〜11月）／10：00〜16：00（12月〜3月）【定休日】不定休

シェ・ホシノ

栃木県日光市安川町1-22

【営業時間】11：30〜16：00（材料が無くなり次第終了）

栃木県日光市中宮祠2480

☎0288-53-2843

【定休日】不定休

お一人様1,000円以上御飲食のお客様1割引き

【定休日】不定休

枡屋味処

栃木県日光市安川町6-39

【営業時間】10：30〜16：00／17：00〜21：30

1,000円以上ご利用で温泉まんじゅう1個サ ービス

会津屋食堂

【定休日】木曜日

カフェレストラン ベル

【定休日】不定休

陶と木乃器ゑびすや

☎0288-54-1669

お一人様1,000円以上ご利用いただいたお客様に金額に応じた粗品をプレゼント

栃木県日光市中宮祠2478-8 ☎0288-55-0127

【営業時間】9：00〜18：00

栃木県日光市山内2384

【営業時間】10：00〜16：00

お土産2,000円以上お買い上げのお客様に、ひぐらし餅1個プレゼント

【営業時間】9：00〜17：00

☎0288-53-1556

お食事ご利用のお客様に日光名水仕込みのコーヒーを1名様分に1杯サービス

2,000円以上ご利用された方に1割引き。但しジュース・缶コーヒー・ペットボトル等の飲み物は除外

龍頭之茶屋

栃木県日光市安川町10-8
【定休日】年中無休（冬期不定休）

☎0288-54-0333

【定休日】不定休

お食事された方に粗 品プレゼント

日光温泉旅館協同組合
〒321-1421 栃木県日光市所野2854（日光交流促進センター風のひびき内）
T E L : 0 2 8 8（54）3126 ／ FAX:0288（54）3146

