
日光へのアクセス

日光のバス路線
各種バスの情報はホームページか
らもご覧いただけます。

http://www.tobu-bus.com
●東武バス日光

http://www.city.nikko.lg.jp/
seikatsuanzen/guide/seikatsu/bus/

●日光市営バス

日光へは電車の利用がとっても便利。
新宿から乗り換えなしでかんたんアクセス！

とちぎDC日光地区対策協議会
日光旬旅倶楽部（JKNTJ旅連連盟連合会）は
日光のイベントを応援しています。
https://www.facebook.com/102393396765113/
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JR日光駅バス乗り場JR日光駅バス乗り場 東武日光駅バス乗り場東武日光駅バス乗り場

【1A】 湯元温泉、中禅寺温泉
【1B】 世界遺産めぐりバス
【1C】 奥細尾、清滝、大笹牧場、霧降高原、
　　　足尾 など

※状況によりバスのりばが変更になる可能性があります。必ず出発前にご確認ください。

【2A】湯元温泉（中禅寺温泉経由）
【2B】世界遺産めぐりバス
【2C】中禅寺温泉、奥細尾、清滝 など
【2D】大笹牧場、霧降高原 など
【 3 】足尾
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※季節運行

中禅寺温泉

2019年3月～5月まで

直通特急「日光号」「きぬがわ号」　「スペーシアきぬがわ号」時刻表 （新宿～東武日光）

臨時列車 [下り]
スペーシアきぬがわ11号
日光21号

新宿〈発〉
10:07
8:00

池袋〈発〉
10:13
8:06

浦和〈発〉
10:30
8:24

大宮〈発〉
10:37
8:31

下今市〈着〉
11:58
9:54

東武日光〈着〉
※

10:02

運転日・備考
4/27-30、5/1-5
4/27-29、5/3-6

定期列車 [上り]
スペーシアきぬがわ2号
きぬがわ4号
スペーシアきぬがわ6号
日光8号

東武日光〈発〉
※
※
※

16：39(16：37)

下今市〈発〉
8:32
11:02
15:28
16:47

大宮〈着〉
9:48
12:16
16:45
18:03

浦和〈着〉
9:54
12:23
16:52
18:10

池袋〈着〉
10:12
12:41
17:12
18:29

新宿〈着〉
10:18
12:47
17:19
18:36

運転日・備考
毎日運転
毎日運転
毎日運転
毎日運転

臨時列車 [上り]
スペーシアきぬがわ12号
日光22号

東武日光〈発〉
※

17:00

下今市〈発〉
14:01
17:08

大宮〈着〉
15:18
18:36

浦和〈着〉
15:24
18:45

池袋〈着〉
15:43
19:08

新宿〈着〉
15:49
19:14

運転日・備考
4/28-30、5/1-6
4/27-29、5/3-6

定期列車 [下り]
日光1号
スペーシアきぬがわ3号
きぬがわ5号
スペーシアきぬがわ7号

新宿〈発〉
7:30
10:31
13:00
17:32

池袋〈発〉
7:36
10:37
13:06
17:38

浦和〈発〉
7:54
10:54
13:23
17:55

大宮〈発〉
8:02
11:02
13:30
18:02

下今市〈着〉
9:18
12:17

14：44(14：45)

19:18

東武日光〈着〉
9:28
※
※
※

運転日・備考
毎日運転
毎日運転
毎日運転
毎日運転

◆運行の都合により、時刻・車両・列車名等が変更になる場合がございます。
◆ ※ は下今市から接続列車をご利用ください。
◆ ※ は下今市まで接続列車をご利用ください。
※ICカードのSuica、PASMOではご乗車いただけません。あらかじめ乗車券・特急券を
　お買い求めください。
※時刻表の情報は1月現在のものです。変更になる場合がございますので、事前にご確認ください。
※定期列車は3月16日（土）ダイヤ改正後の時刻です。
　3月15日（金）以前の時刻が改正後と異なる場合は、（　）内の時刻で表示しています。
◆主な停車駅のみ記載
◆定期列車は毎日運転
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日光学講座とは日光の歴史や文化を、
日光にゆかりのある専門家に分かりやす
く解説していただく講座です。
・4月12日(金)
・4月19日(金)
・5月10日(金)

・5月24日(金)
・5月31日(金)
・6月7日( 金 )
・6月14日(金)
・6月21日(金)

日光山の歴史と世界遺産について
金谷ホテルのルーツをたずねて
●日光茶菓子の歴史 ●鉢石宿街歩き
ツアー ●金谷ホテル館内ツアー
大正時代の日光湯波
日光学足尾ツアー
観音浄土特別クルーズ(貸切)
明治の山峡「華厳のひびき」
温泉寺写経体験と湯元温泉街歩き

5月3日（金・祝）から5月5日（日・祝）までの期

間限定で夜の世界遺産「日光の社寺」を参

拝できます。

普段は見ることができない幻想的な夜の社

寺をご覧ください。

①日光東照宮～国宝陽明門ライトアップ

②日光山輪王寺 家光廟「二天門」ライトアップ

　各講座により異なる（全講座、現地集合・現地
解散です）　各講座により異なる　無料（一部
講座に入場料、体験料等別途かかります）

　日光東照宮・日光山輪王寺 大猷院　JR日光
線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から湯元
温泉行き、中禅寺温泉行き、奥細尾行き、清滝行
きバス「総合会館前」または「西参道入口」下車
※世界遺産めぐりバスは夕方までの運行となります。

4月12日(金)、19日(金)
5月10日(金)、24日(金)、31日(金)
6月7日(金)、14日(金)、21日(金)

5月3日（金・祝）～5日（日・祝）

通年

日光学講座 世界遺産「日光の社寺」夜間参拝
世界遺産エリア 世界遺産エリア

日光二荒山神社で日光西町の御朱印をいた
だき、歴史の町、日光西町をめぐりましょう。新
しい日光が発見できるかも！

　日光西町、日光二荒山神社　拝観時間8:00～
16:00（一部期日限定有り）　JR日光線「日光駅」・
東武日光線「東武日光駅」から世界遺産めぐりバス

「大猷院・二荒山神社前」下車徒歩約1分

世界遺産の社寺はもちろん、日光市内には
魅力ある神社・仏閣がたくさんあります。御朱
印をいただき、歴史の町日光をめぐりましょう。
必ず参拝をしてから御朱印を頂いてください。

　日光・中禅寺・湯元
　拝観時間8:00～16:00（一部期日限定有り）

国の重要文化財である拝殿は普段は入れ
ませんが、宿泊者限定の特別参拝が実施さ
れます。

日光に宿泊して、早朝の日光山内をガイド
付きで散歩してみませんか？日光を知り尽
くしたベテランのガイドがご案内します。

4月～9月の月・水・金曜日
※4/16～18、5/17～18は除きます

歴史の山内 朝のそぞろ歩き
世界遺産エリア

4月1日（月）～10月24日（木）

日光二荒山神社中宮祠
特別昇殿参拝

日光山輪王寺
常行堂・大猷院特別参拝

奥日光エリア

常行堂で少しの間日常を離れ、心を落ち着か
せ参拝しませんか。
常行堂・大猷院特別参拝では、常行堂で僧
侶によるお話と回向を受けることができ、御守
も進呈いたします。
常行堂参拝後は大猷院参拝となります。

　日光山輪王寺 常行堂・大猷院　開始時間 
11:00、14:00、16:00（4月～10月）/ 11:00、
14:00（11月～3月）　JR日光線「日光駅」・東武日
光線「東武日光駅」から世界遺産めぐりバス「大猷
院・二荒山神社前」下車徒歩約1分

通年

世界遺産
エリア

旧御用邸や旧大使館別荘など、明治～昭
和にかけて「プレミアムリゾート」として栄えた
歴史スポットをめぐるスタンプラリーです。

　英国大使館別荘記念公園・イタリア大使館別荘記
念公園・中禅寺湖畔ボートハウス・日光田母沢御用邸
記念公園・金谷ホテル歴史館・JR日光駅・東武日光駅

　日光二荒山神社中宮祠　拝観時間4月
～10月 8:00～17:00 / 11月～3月 9:00
～16:00　JR日光線「日光駅」・東武日光
線「東武日光駅」から湯元温泉行きバス「二
荒山神社中宮祠」下車徒歩約1分

　日光山内（集合場所：神橋券売所前）
　6:30（集合）～7:30（解散）

日光に宿泊して、モーニング散歩はいかがで
すか？すがすがしい朝、地元の人々の暮らし
に定着したガイド付き散歩を楽しみましょう。

4月～9月の日・火・木・土曜日
※4/16～18、5/17～18は除きます

日光西町モーニング散歩

　日光西町（集合場所：日光千姫物語前）
　6:25（集合）～7:30（解散）

5月14日（火）～7月31日（水）

皇室・大使の別荘めぐりスタンプラリー
国際避暑地日光
世界遺産/奥日光エリア
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￥ 0288-22-1525（日光市観光協会）
http://www.nikko-kankou.org/event/1138/

お問い合わせ・お申し込み

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み

0288-54-0535（日光二荒山神社）
http://nikko.futarasan.jp

お問い合わせ

春の日光は歴史と文化を楽しめるイベントが
盛りだくさん！ 長い歴史を肌で感じてください！歴史・文化歴史・文化

日光西町御朱印めぐり
世界遺産エリア

日光御朱印めぐり
世界遺産/奥日光エリア 通年028-623-3211（日光別荘めぐり連絡会議）

https://twitter.com/nikko_besso

お問い合わせ

0288-54-0531（日光山輪王寺）
http://rinnoji.or.jp

お問い合わせ

0288-22-1525（日光市観光協会）
http://www.nikko-kankou.org

お問い合わせ



5月1日（水・祝）～4日（土・祝）

4月3日（水）～2020年3月31日（火）

日光、中禅寺、湯元温泉の有名旅館ホテル
で輪王寺三仏堂の落慶を記念して【福禄】し
ゃもじの根付けを贈呈いたします。

【福禄】しゃもじ付きプランにて各旅館ホテル
にご宿泊頂きますとしゃもじを贈呈いたします。

【福禄】しゃもじを日光山輪王寺三仏堂又は日
光山中禅寺立木観音にお持ちいただくと、僧
侶が福禄の朱印を裏面に押し、福を授ける儀
式を行います。

　日光山輪王寺三仏堂、中禅寺 立木観音　日光山輪王寺：JR日光線「日光駅」・東武日光線「東
武日光駅」から世界遺産めぐりバス「勝道上人像前」下車徒歩約2分 / 中禅寺 立木観音：JR日光
線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から湯元温泉行き･中禅寺温泉行きバス「中禅寺温泉」下
車、半月山行きバスに乗り換え「立木観音遊覧船発着所」下車

当時、御用邸の庭師等が使用した半地下通路の「下
行道（げこうどう）」を通りながら、専属ガイドが御用邸
の中坪（中庭）を解説しながら案内するサービスです。
※天候により邸内からのガイドサービスに変更となる
場合があります。

　日光田母沢御用邸記念公園　各2回（10：30～、14：30～）　JR日光線「日光駅」・東武日光線「
東武日光駅」から湯元温泉行き･中禅寺温泉行き･奥細尾行き･清滝行きバス「日光田母沢御用邸
記念公園」下車徒歩約1分

世界遺産「神橋」
ライトアップ渡橋

日光山輪王寺三仏堂参拝再開記念事業
【福禄】しゃもじ付きプラン

過去にない初めての夜間渡橋
が、期間中毎日2時間のみの限
定で実施されます。橋からの夜
の風景を是非体験して下さい。
　日光二荒山神社 神橋
　17：00～19：00 最終受付18：45
　JR日光線「日光駅」・東武日光線「
東武日光駅」から湯元温泉行き･中禅
寺温泉行き･奥細尾行き･清滝行きバ
ス「神橋」下車徒歩約1分

世界遺産/奥日光エリア

世界遺産 日光の社寺に古くから語り継がれる伝統行事です世界遺産エリア

5月4日（土）～6月30日（日） 期間中の土日

日光田母沢御用邸記念公園
「中坪（中庭）めぐり」ガイドサービス

世界遺産エリア

日光田母沢御用邸記念公園の通常非公開部分を期
間限定で特別公開！
日光田母沢御用邸記念公園では、通常非公開となっ
ている「皇后御学問所（二階部分）」を期間限定で特
別公開いたします。

　日光田母沢御用邸記念公園　9:00～
17:00　火曜日（4/15～5/31は無休）　JR
日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」か
ら湯元温泉行き･中禅寺温泉行き･奥細尾行き
･清滝行きバス「日光田母沢御用邸記念公園」
下車徒歩約1分

4月15日（月）～
5月14日（火）

日光田母沢御用邸記念公園
皇后御学問所特別公開

世界遺産エリア

日光の伝統行事
4月2日（火）

4月13日（土）～17日（水）

5月17日（金）、18日（土）

4月16日（火）

日光山輪王寺

強飯式

日光二荒山神社日光二荒山神社

弥生祭宵まつり
 「良い縁祈願笹めぐり」

弥生祭弥生祭

日光東照宮日光東照宮

春季例大祭春季例大祭

強飯式は日光山に奈良時代から伝わる
独特な儀式で、輪王寺で毎年4月2日の
午前11時、午後2時の2回行われます。
山伏姿の強飯僧が、強飯頂戴人に山
盛りの飯を「食え」と強要する「強飯頂
戴の儀」は、無病息災・家運長久の御
利益があるといわれています。

強飯式は日光山に奈良時代から伝わる
独特な儀式で、輪王寺で毎年4月2日の
午前11時、午後2時の2回行われます。
山伏姿の強飯僧が、強飯頂戴人に山
盛りの飯を「食え」と強要する「強飯頂
戴の儀」は、無病息災・家運長久の御
利益があるといわれています。

日光東照宮で最も盛大に行われる行
事で、17日は「流鏑馬神事（やぶさめ）」
が奉納され、18日には徳川家康公を日
光へ改葬した際の行列を再現した「百
物揃千人武者行列」が行われます。

弥生祭は日光二荒山神社の例祭で、
奈良時代頃から行われている由緒ある
お祭りです。
例祭(大祭)は4月17日午前10時より
執行され、11時頃から日光二荒山神
社境内に花家体が繰り込んできます。

弥生祭宵まつりで日光市内に繰り
出す家体を巡り、町印入り短冊を集
めて「良い縁」を手に入れましょう！

0288-53-6767
（日光田母沢御用邸記念公園）
https://www.park-tochigi.com/tamozawa/

お問い合わせ・お申し込み

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ

　日光山輪王寺　11:00、14:00　JR日光線「
日光駅」・東武日光線「東武日光駅」から世界遺
産めぐりバス「勝道上人像前」下車徒歩約2分

0288-54-0531（日光山輪王寺）
http://rinnoji.or.jp

お問い合わせ

　日光二荒山神社及び周辺エリア　JR日光線「日
光駅」・東武日光線「東武日光駅」から世界遺産めぐ
りバス「大猷院・二荒山神社前」下車徒歩約2分

0288-54-0535（日光二荒山神社）
http://nikko.futarasan.jp

お問い合わせ

　日光東照宮表参道他　【17日】流鏑馬神事
13:00～ 【18日】百物揃千人武者行列11:00～
　 JR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」
から世界遺産めぐりバス「表参道」下車徒歩約5分

0288-54-0560（日光東照宮）
http://www.toshogu.jp

お問い合わせ

0288-54-0535（日光二荒山神社）
http://nikko.futarasan.jp

お問い合わせ
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歴史・文化歴史・文化



自然自然 日光の自然を満喫できる
イベントをご紹介します！

日光の春は様々な花が咲き始めます。
色とりどりの美しい風景をぜひ！花花

世界遺産エリア
田母沢御用邸記念公園の花

6月上旬～中旬

千手ヶ浜のクリンソウ
奥日光エリア

4月6日（土）、7日（日）

神戸駅花桃まつりと日光旅
足尾エリア

4月5日（金）～4月26日（金）

日光桜回遊
世界遺産エリア世界遺産エリア

5月12日～6月の毎週日曜日

奥日光フラワートレッキング
奥日光エリア奥日光エリア

風光明媚な奥日光の美しい一瞬をご自
宅に！
自分のセンスで切り取るのも良いのです
が、講師の方の説明を聞くと目から鱗。写
真の出来が数段変わりますよ。
年間1000人を超える受講生を持つ人気
カメラ講師と、地域ネイチャーガイドのコン
ビでご案内します。

5月18日（土）、6月8日（土）

奥日光写真撮影ツアー
奥日光エリア

　湯ノ湖、戦場ヶ原

奥日光中禅寺湖畔の千手ヶ浜では見事な
クリンソウの群生を見ることができます。
クリンソウはサクラソウ科の多年草で、白、ピ
ンク、紫など美しい花をたくさん咲かせます。
　中禅寺湖 千手ヶ浜
　JR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」
から湯元温泉行きバス「赤沼」下車、ハイブリッドバ
スに乗り換え「千手ヶ浜」下車徒歩約10分

これまであまり知られる事のなかった街中の
桜の名所を散策してみてはいかがでしょうか。
日光桜回遊参加店舗では、特別限定品など
様々なサービスを実施し、皆様をお待ちして
おります。
オープニングセレモニー 4月5日（金）JR日光駅前

これまであまり知られる事のなかった街中の
桜の名所を散策してみてはいかがでしょうか。
日光桜回遊参加店舗では、特別限定品など
様々なサービスを実施し、皆様をお待ちして
おります。
オープニングセレモニー 4月5日（金）JR日光駅前

　日光東町エリア（ＪＲ日光駅から神橋）及び山
内エリア　加盟店の営業時間により異なる。

日光から花桃のわたらせ渓谷鐵道へ行って
みませんか。
わたらせ渓谷鐵道沿線の花桃と桜の開花に
合わせた、日光との往復バスと鉄道の「一日
フリーきっぷ」がセットになったお得なツアー
です。

日光から花桃のわたらせ渓谷鐵道へ行って
みませんか。
わたらせ渓谷鐵道沿線の花桃と桜の開花に
合わせた、日光との往復バスと鉄道の「一日
フリーきっぷ」がセットになったお得なツアー
です。

樹齢400年のシダレザクラ開花
日光田母沢御用邸記念公園の庭園には、樹齢約400
年のシダレザクラがあります。うねりのある幹が特徴的
で、日光市の天然記念物に指定されています。例年４月
中旬から下旬にかけ見事な花を咲かせます。

　わたらせ渓谷鐵道 足尾駅～神戸駅（集合
場所：東武日光駅、日光千姫物語、ホテルナ
チュラルガーデン日光）　10:30～17:25

季節は春。新緑の森と鮮やかな花 を々眺め
ながらの爽やかトレッキング。ネイチャーガイド
が同行しご説明します。
一緒に春の奥日光を歩きましょう♪

季節は春。新緑の森と鮮やかな花 を々眺め
ながらの爽やかトレッキング。ネイチャーガイド
が同行しご説明します。
一緒に春の奥日光を歩きましょう♪

　湯ノ湖畔、戦場ヶ原、小田代原、中禅寺湖畔

バードウォッチングの聖
地奥日光で、渡来し始
めた夏の渡り鳥をたっ
ぷりと楽しみましょう。
湿原や森、川と変化にとんだ環境の中、
様々な夏の渡り鳥たちの姿を楽しめます。

4月29日（月・祝）

奥日光バードウォッチング三昧
奥日光エリア

　戦場ヶ原
　0288-55-0880（日光自然博物館）

自然解説員と一緒に
戦場ヶ原の春さがしを
楽しみましょう。
短距離、短時間です
が、のんびり・ゆったり・じっくり・たっぷり楽
しんでいただく手軽なハイキングです。

5月3日（金・祝）～5月6日（月・祝）

戦場ヶ原春のガイドウォーク
奥日光エリア

　戦場ヶ原
　0288-55-0880（日光自然博物館）

希少種「ナスヒオウギアヤメ」開花
日光田母沢御用邸記念公園の庭園には、平成16年に
天皇陛下の御意向により栃木県に贈られた「ナスヒオウ
ギアヤメ」の一部が植栽されています。当公園では５月末
から６月中旬にかけて綺麗な花を咲かせます。

奥日光の山の上、ふだ
んは夜間閉鎖されてい
る中禅寺湖スカイライ
ンのいちばん奥から、東
京方面の夜景と空を眺めましょう。当日は
自然解説員の案内とタクシー送迎付きで、
どなたも安心してお楽しみいただけます。

5月4日（土・祝）、5月11日（土）
5月18日（土）、5月25日（土）

天空の星空観賞タクシー
奥日光エリア

　半月山駐車場
　0288-55-0880（日光自然博物館）

中禅寺湖の南岸は距
離が長く大変なコース
ですが、往復にモータ
ーボートを利用し、阿世
潟を出発して千手ヶ浜までに短縮しまし
た。湖上からの眺めはもちろん、新緑の森
や美しい水辺、シャクナゲやツツジの花な
ど手軽に楽しめてしまうイベントです。

5月12日（日）、5月19日（日）

中禅寺湖南岸トレッキング
奥日光エリア

　中禅寺湖南岸歩道
　0288-55-0880（日光自然博物館）

奥日光花マップ
奥日光の花の見どころを紹介した、「奥日光花
マップ」を配布中です。マップを片手に、花めぐ
りをしてみませんか。
散策のおともにご活用ください。

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み

0288-54-0648（日光桜遊会）
お問い合わせ

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み

0288-55-0880（日光自然博物館）
https://www.nikko-nsm.co.jp

お問い合わせ・お申し込み

ダウンロードは
こちらから

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み
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　JR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日
光駅」から湯元温泉行き･中禅寺温泉行きバ
ス「中禅寺温泉」下車徒歩約1分

交



現在の終着駅・間藤からかつての終着駅・足
尾本山までの廃線跡をたどるツアーです（旧
足尾本山駅には立ち寄りません。また一部の
区間は一般道へ迂回します）。トンネルあり、
鉄橋ありの変化に富んだ区間です。足尾町
内では銅山観光を見学、往復はトロッコわっし
ー号に乗車します（行きのトロッコわっしー号は
ガラス付の普通席になります）。
　わたらせ渓谷鐵道 間藤駅～足尾本山駅、足尾
銅山観光（集合場所：桐生駅、相老駅、大間々駅）
　9:15～17:00

4月13日（土）、5月19日（日）、6月16日（日）

足尾銅山観光の見学つき 廃線跡を歩こう
足尾エリア

中禅寺湖畔にある国際避暑地別荘（英国大
使館別荘記念公園、イタリア大使館別荘記
念公園、中禅寺湖畔ボートハウス）でミニコン
サートを開催します。避暑地の別荘で、ゆった
りコンサートを楽しみましょう。
　英国大使館別荘記念公園（5/25）、イタリア大
使館別荘記念公園（6/1）、中禅寺湖畔ボートハウ
ス（6/8）

バスで行くゆったり快適な半日観光。
奥日光の大自然（パ－ト１）や日光の隠れた名所（パート２）
をそれぞれお手頃料金で観光するツア－です。　　　　　
　パ－ト１（いろは坂、華厳の滝、竜頭の滝 他）/ パ－ト2（憾満ガ渕、
滝尾神社、霧降の滝 他）（集合場所：東武日光駅観光協会前 他）　
　パ－ト１ 9:20～12:50、13:45～17:15 / パ－ト2 13:45～16:20

まちあるきガイドツアー
日光ぶらり2019・春の陣

日光の門前町を歩かずに、“けっこう”と言うな
かれ！ 謎や秘密に溢れた世界遺産の門前町
で、地元住民ガイドならではのオススメを盛り
込んだ多彩なコースをお楽しみ下さい。あなた
の知らない日光をご案内します。
詳細はwebサイトにて発表予定。オーダーも
可能です。

　日光門前地区一帯（東町地区、西町地区、一部山内地区）

ナチュラルパークツアー
世界遺産エリア

大使館別荘コンサート
奥日光エリア

奥日光
エリア

毎日運行 (但し、天候、道路状況他の事情により
 コ－スの変更・中止になることがあります）

4月1日（月）～10月31日（木）

奥日光にはおいしい 「鱒料理」 がたくさんあり
ます。中禅寺湖の名産品であるヒメマスやヤ
シオマスなどを使った料理を各店舗等で提供
しております。スタンプを集めて抽選で豪華賞
品をプレゼント！
　中禅寺湖畔の参加各施設

日光田母沢御用邸は、明治32年（1899年）に嘉仁
親王（後の大正天皇）のご静養のために造営され、昭
和22年（1947年）まで、三代にわたる天皇・皇太子が
ご利用になりました。江戸後期・明治・大正時代の建
築様式が融合した趣ある御用邸を着物姿で散策して
みませんか。料金もお得です。
　日光田母沢御用邸記念公園　9:00～
17:00　火曜日（4/15～5/31は無休）　
　JR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光
駅」から湯元温泉行き･中禅寺温泉行き･奥細
尾行き･清滝行きバス「日光田母沢御用邸記
念公園」下車徒歩約1分

湯元温泉寺
『薬師経十六文字写経』体験

奥日光マス料理スタンプラリー

湯元温泉で十六文字の写経体験ができます。
創建1,230年の歴史が物語る山寺の本堂で、薬師
経を写経し納経します。金紙に書かれた特別御朱印
をいただく本来の御朱印授与の体験ができます。
体験時間：約15分

　湯元温泉寺　9:00～（温泉寺開門期間：４月下旬～１１
月下旬）　JR日光線「日光駅」・東武日光線「東武日光駅」
から湯元温泉行きバス「湯元温泉」下車徒歩約5分

奥日光エリア

4月～6月

4月～6月
4月～6月

日光田母沢御用邸記念公園
御用邸と和の心～着物で御用邸散策～

世界遺産エリア

開湯1230年以上の源泉掛け流しの湯をお楽しみ下さい！

湯めぐり手形は参加施設3施設まで入浴が可能なお

得なチケットとなっております。ご利用期間は購入より6

ヶ月と長いので、一度に3施設ご利用しなくてもOK。

スタンプ3個貯まったら記念品をプレゼント。

※日帰り入浴参加施設（湯めぐり）宿泊者の混雑時、団体宿
泊、休館日等によりお受けできない日がございます。
また、参加施設により入浴可能な時間が異なりますので、事前
に各施設へお問い合わせの上起こし下さい。

　奥日光湯元温泉参加施設（ホテ
ル・旅館）　JR日光線「日光駅」・東
武日光線「東武日光駅」から湯元温
泉行きバス「湯元温泉」下車

奥日光湯元温泉
湯めぐり手形

奥日光エリア

5月25日（土）、6月1日（土）、6月8日（土）

世界遺産
エリア

温泉寺開門期間は毎日開催

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み

NPO法人日光門前まちづくり
http://www.npo-nikko.jp

お問い合わせ・お申し込み

0288-55-0880（日光自然博物館）
https://www.nikko-nsm.co.jp

お問い合わせ

　　　　　　0288-55-0212
（奥日光マス料理スタンプラリー事務局）
お問い合わせ

0288-54-2700（日光おでかけサロン）
http://www.nikko-odekake.com

お問い合わせ・お申し込み

0288-53-6767
（日光田母沢御用邸記念公園）
https://www.park-tochigi.com/tamozawa/

お問い合わせ・お申し込み

体験体験 歴史と自然が調和する
日光でしか味わえない体験を！
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時
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0288-55-0013（日光山中禅寺）
http://rinnoji.or.jp/precincts/cyuuzenji

お問い合わせ・お申し込み

0288-62-2570（奥日光湯元温泉旅館協同組合）
http://www.nikkoyumoto.com

お問い合わせ

(但し、法要等諸事情により告知なく
 休止となる場合がございます）



イベントカレンダー
4月1日～10月24日 日光二荒山神社中宮祠　特別昇殿参拝 歴史・文化 奥日光

4月1日～10月31日 奥日光マス料理スタンプラリー 体験 奥日光

4月2日  日光山輪王寺　強飯式  伝統行事 世界遺産

4月3日～2020年3月31日 【福禄】しゃもじ付きプラン  歴史・文化 世界遺産・奥日光

4月5日～4月26日 日光桜回遊  花 世界遺産

4月6日、7日  神戸駅花桃まつりと日光旅  花 足尾

4月13日～17日 日光二荒山神社　弥生祭  伝統行事 世界遺産

4月13日、5月19日、6月16日 足尾銅山観光の見学つき　廃線跡を歩こう 体験 足尾

4月15日～5月14日 日光田母沢御用邸記念公園　皇后御学問所特別公開 歴史・文化 世界遺産

4月中旬～下旬 日光田母沢御用邸記念公園　樹齢400年のシダレザクラ開花 花 世界遺産

4月29日  奥日光バードウォッチング三昧 自然 奥日光

4月～6月  まちあるきガイドツアー「日光ぶらり2019・春の陣」 体験 世界遺産

4月～6月  奥日光湯元温泉 湯めぐり手形 体験 奥日光

4月～6月  日光田母沢御用邸記念公園　御用邸と和の心～着物で御用邸散策～ 体験 世界遺産

4月～6月  日光学講座  歴史・文化 世界遺産

4月～9月の月・水・金曜日 歴史の山内 朝のそぞろ歩き  歴史・文化 世界遺産

4月～9月の日・火・木・土曜日 日光西町モーニング散歩  歴史・文化 世界遺産

5月1日～5月4日 世界遺産「神橋」のライトアップ渡橋 歴史・文化 世界遺産

5月3日～5日 世界遺産「日光の社寺」夜間参拝 歴史・文化 世界遺産

5月3日～5月6日 戦場ヶ原春のガイドウォーク  自然 奥日光

5月4日、5月11日、5月18日、5月25日 天空の星空観賞タクシー  自然 奥日光

5月4日～6月30日の土日 日光田母沢御用邸記念公園　「中坪（中庭）めぐり」ガイドサービス 歴史・文化 世界遺産

5月12日、5月19日 中禅寺湖南岸トレッキング  自然 奥日光

5月12日～6月の毎週日曜日 奥日光フラワートレッキング  花 奥日光

5月14日～7月31日 国際避暑地日光  皇室・大使の別荘めぐりスタンプラリー 歴史・文化 世界遺産・奥日光

5月17日、18日 日光東照宮　春季例大祭  伝統行事 世界遺産

5月18日、6月8日 奥日光写真撮影ツアー  自然 奥日光

5月25日、6月1日、6月8日 大使館別荘コンサート  体験 奥日光

温泉寺開門期間（法要時除く） 湯元温泉寺『薬師経十六文字写経』体験 体験 奥日光

6月上旬～中旬 千手ヶ浜のクリンソウ  花 奥日光

6月上旬～中旬 日光田母沢御用邸記念公園　希少種「ナスヒオウギアヤメ」開花 花 世界遺産

6月中旬～下旬 日光田母沢御用邸記念公園　絶滅危惧種「モリアオガエル」の産卵 自然 世界遺産

通年  日光西町御朱印めぐり  歴史・文化 世界遺産

通年  日光山輪王寺 常行堂・大猷院特別参拝 歴史・文化 世界遺産

通年  日光御朱印めぐり  歴史・文化 世界遺産・奥日光

通年  ナチュラルパークツアー  体験 世界遺産・奥日光
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※イベント・行事等は天候及び主催者の都合等で、予告なく日程・内容の変更・中止となる場合もご
ざいますので、お出かけの際にご確認ください。　
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日光のライブカメラ日光のライブカメラ
日光の今のお天気、気温はこちらから見ることができます。

お出かけ前にぜひチェックしてください！

日光の観光情報なら『日光観光ライブ情報局』
ライブカメラ、気象情報、イベント情報、おすすめ観光コースなど

日光の観光情報満載です。

チラシ・パンフレットのダウンロード

QRコードの読み取り方

各イベントのチラシ・パンフレットは
こちらの一覧ページからダウンロードできます。
資料は随時更新されますのでこまめにチェック！

※画像はイメージです。

お問い合わせ：0288-54-1138（東武バス日光 日光営業所）

湯元温泉 湯 滝 男体山山頂 中禅寺湖畔

日光山中禅寺
（立木観音）

日光二荒山神社
中宮祠

日光二荒山神社
本社

日光二荒山神社
神橋

ライブカメラの映像はこちらから

日光観光日光観光 情報局情報局ライブ
http://nikko.4-seasons.jp/live/camera.shtml

■iPhoneの標準カメラアプリで
カメラを起動して、撮影画面にQRコード
を入れるだけです。（iOS11以降）

※その他、Facebook、TwitterなどのアプリでもQRコードを読み取ることができます。

■LINEアプリを使って
友だちタブ右上のボタンから「友だち追
加」へ行き、「QRコード」を選択すれば
QRコードリーダーが起動します。

バスで行くなら！

タクシーで行くなら！

お得で便利な東武バス日光フリーパス 区間内
乗り降り自由

湯元温泉フリーパス（日光駅⇔湯元温泉 2日間有効） 大人3,000円/小児1,500円

中禅寺温泉フリーパス（日光駅⇔中禅寺温泉 ※大崎まで乗車可 2日間有効） 大人2,000円/小児1,000円

戦場ガ原フリーパス（日光駅⇔戦場ガ原 ※三本松まで乗車可 2日間有効） 大人2,650円/小児1,330円

世界遺産めぐり手形（世界遺産めぐり循環バスのコース内 ※蓮華石まで乗車可 当日限り有効） 大人500円/小児250円

日光交通 ・・・・・・・・・・ 0288-54-1188
大和交通 ・・・・・・・・・・ 0288-54-1515
足尾観光タクシー ・・・ 0288-93-2222

三英自動車 ・・・・・・・・ 0288-54-1130
中央交通 ・・・・・・・・・・ 0288-54-2138


