Please come
and see

Nikko

Nature guide

g

n
i
t
f
a

R

English guide

Canyoning

g

in
k
k
e

Tr

Walking tour guide

あいに行く、
ＮＩＫＫＯ
2018.10.1(mon)~11.30(fri)

〜日光まるごと体験旅〜

日光をとことん「愛」する人たちが、日光をまるごとご紹介！
あなたもぜひ日光に「会い」に来てください！
期間：2018年10月1日㈪〜11月30日㈮
主催：「あいに行く、ＮＩＫＫＯ」実行委員会
協力：東武鉄道株式会社

栃木県立日光自然博物館

ネイチャーガイドツアー

〜季節のおすすめコース〜

奥日光の自然がもっとも美しく賑わう紅葉から初冬
の季節。奥日光に精通したネイチャーガイドと一緒
にフィールドを歩いてみませんか？
▶日程：随時
▶料金：4H以内 18,000円/4H超 25,000円
※ガイド1名分
▶定員：10名程度▶所要時間：2〜6時間
▶コース：戦場ヶ原、小田代ヶ原、西ノ湖等ご希望
にあわせ計画します。
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:0288-55-0880
URL：https//www.nikko-nsm.co.jp

アダチ

奥日光の自然を体験しながら楽しみ
ましょう！

( 一財 ) 自然公園財団日光支部

有限会社自然計画

奥日光小西ホテル

ロングトレイル・裏男体古道 アレンジ自由！
ネイチャーウォッチングツアー
日光市街の裏見の滝から裏男体に至る古道。かつて
は登山道として多くの人が歩いた道、本物の自然を
体で感じるロングトレイルです。目を見張るような
紅葉を楽しみながら、かすかな道を登山道マークた
どって裏男体・志津を目指します。
▶日程：10/13（土）
▶料金：大人8,300円 18歳未満6,800円
▶定員：10名▶所要時間：約8時間
▶コース：田母沢御用邸前（送迎車）＝裏見滝駐車
場…裏男体古道…志津峠…水場跡＝（送迎車に
て）田母沢御用邸前
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:0288-50-3635
e-mail:info@nnp.jp
URL：https://www.nnp.jp

ゆうじろう

ハードなコースや雪上のツアー大好
き！

自然美あふれる奥日光。その魅力と奥深さ、時には
そこに抱える問題もご紹介します。完全オーダーメ
イド。オススメの時期と場所で、あなただけのツア
ーをプランニング！
▶日程：随時
▶料金：半日5,500円〜（1人）
１日9,000円〜（1人）
※小西ホテル宿泊時は、各60％
▶定員：2〜10名程度▶所要時間：3〜6時間
▶コース：メジャーな戦場ヶ原から、未だ知られぬ
山奥の滝まで、ご依頼次第で。（山岳は除く）
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:0288-62-2416
e-mail:abe@okunikko.co.jp
URL：https://www.okunikko.co.jp/naturetour

べー太

TVでもお馴染みの顔？奥日光の深
みを魅せましょう！

足尾まるごと井戸端会議

中禅寺紅葉ツアー（奥日光小西ホテル）

修験の聖地へ 大多和宿
奥日光の山岳ルートの
ルーツに迫る旅

▶日程：11/11(日) 9:00-15:30（集合8:30）
▶料金：2,000円
▶定員：10名程度 要事前申込・現地に集合でき
る中学生歳以上の方（15歳未満は保護者同伴・
20歳未満は親権者の同意必要）
▶所要時間：6時間
▶コース：光徳駐車場〜裏男体林道飯場跡〜
大多和宿〜志津峠 往復
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
TEL：0288-62-2461
URL：http://www.nikkoyumoto-vc.com

やまちゃん

奥日光の魅力再発見！

ぶらり鉱都あるき
日本最大の銅山として栄えたまちを歩き、近代日本
を支えた鉱山のまちで暮らした人々の様子や産業の
近代化の遺構を見ながら、資源や自然の大切さを感
じ歩きます。
▶日程：随時（10:30〜、13:30〜）
▶料金：大人500円、子供（小4から）200円、
その他無料(要同伴者)
▶定員：10名〜20名
▶所要時間：約2時間
▶コース：間藤駅（出発）〜田元〜渡良瀬〜掛水〜
赤沢〜松原〜通洞駅（解散）
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:090-3046-4384
e-mail:iyamada9@gmail.com

やま

東洋一のあしお銅山
教科書で習わない足尾を紹介

奥日光ショートハイク＆teatime
（有限会社自然計画）

世界遺産を見渡す 外山ハイキング
（（一財）自然公園財団日光支部）

One Play-it（ワンプレイト）

Nikko Jumbo

日光市シルバー人材センター

水晶を探せ!!「ろうそく岩」 キャニオニング日光
日光杉並木観光ガイド
〜ハミングバードキャニオン〜
アドベンチャートレッキングツアー

かつての地図には載っていた、地元の知る人のみが
知る水晶のつく大岩「ろうそく岩」への冒険トレッ
キングツアー。リアル宝さがしを楽しんだ後は大岩
の上での天空アウトドアランチを楽しみましょう！
▶日程：10/27(土)、11/18(日)、それ以外は要相談
▶料金：6,000円（アウトドアランチ付き）
▶定員：14名
▶所要時間：5時間
▶コース：日光霧降高原〜ろうそく岩〜展望ポイン
トでアウトドアランチ〜日光霧降高原
▶申し込み・お問い合わせ・その他ツアーについて
Tel:0288-53-3379
e-mail:info@oneplayit.com
URL: http://oneplayit.com

ウッキー

知られざる日光の大自然の恵みを探
す冒険へと出かけましょう！

世界遺産だけじゃもったいない。緑がいっぱい、大
自然の中の渓谷でリフレッシュしませんか？天然の
ウォータスライダーを楽しんだり、滝壺に飛び込ん
だり、体一つで大自然を感じよう！
▶日程：10/1（月）~10/8（月）
▶料金：8,500円（中学生以上）
▶定員：6名▶所要時間：3時間
▶コース：裏見の滝周辺
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:090-9295-0248
e-mail:info@nikko-jumbo.com
URL：http://nikko-jumbo.com

ジャンボ

大自然の中で一緒にリフレッシュし
ましょう

TVIGA

「世界で最も長い並木道」として、ギネスブックに
も掲載されている日光杉並木。観て、聞いて約
400年の歴史とロマンを感じ取ってください。
▶日程：毎日
▶料金：ガイド1人につき1時間1,100円
▶定員：10名▶所要時間：2時間（1時間も可）
▶コース：市縁ひろば〜杉並木入口〜報徳仕法農家
〜杉並木公園〜市縁ひろば
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:0288-22-5168
e-mail:nikko.sc.honbu@rhythm.ocn.ne.jp
URL：http://www.nikkosc.org

くろさわ

江戸時代にタイムスリップし歩いて
みませんか！

ＮＰＯ法人日光門前まちづくり

日光紅葉トレッキング＆絶景ヨガツアー
（One Play-it（ワンプレイト））

世界遺産日光 2 社 1 寺
参道からの英語ガイド

世界遺産日光2社1寺のベテランガイドが1250年
の歴史を有した聖地を参道より英語でご案内いたし
ます。（英語対応のみ）

市街地観光コース
（日光市シルバー人材センター）

鉱都迎賓館解説、足尾の山々を再生
（足尾まるごと井戸端会議）

日光門前まちあるき「日光ぶらり」
〜ここが日光の門前まちだ！〜

街路灯のマークは何？なぜ偉人の銅像が日光に？…
世界遺産の門前町は謎や秘密で溢れてる。微かに残
る痕跡を頼りに、日光を歩いて謎解き探検。イチオ
Free tour guide in English about shrines and シスポットなど日光門前の「今」もご案内。門前町
temple of the world heritage in Nikko by the を歩かずに、日光を“けっこう”と言うなかれ！
▶日程：10/20（土）、
11/3（土）、11/10（土）他
member of TVIGA(Tochigi volunteer
▶料金：大人1,000円、子供・学生500円
interoreters & guides Association)
（但し、実施日時・コースにより料金が変わります）
▶日程：10/14（日）…神橋前集合 AM10〜11時、
▶定員：2名〜15名 ▶所要時間：約2時間
11/9（金）、
11/10（土）、11/11（日）…
▶コース：（東町コース）ＪＲ・東武日光駅→東町
勝道上人像前集合 PM6〜7時
各所→神橋・輪王寺勝道上人像前（西町コース）
▶料金：※ガイドの交通費のみいただきます。
日光総合会館→西町各所→二荒山神社
▶定員：15名 ▶所要時間：約1時間
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:090-2876-3695（事務局:小池）
Tel:0288-54-2497
e-mail:nikkomonzen@gmail.com
e-mail:NikkoTVIGA@hotmail.co.jp
URL: http://www.npo-nikko.jp

きど

外国の方への案内なら、
おまかせ下さい。

ひでぼー

ぶらぶら歩きながら、一味違う日光
を探しにいらして下さい！

鬼怒川温泉観光ボランティアガイドの会

川治温泉観光ボランティアガイドの会

NAOC

鬼怒川温泉まち歩きツアー

川治温泉まち歩きツアー

鬼怒川温泉郷に架かる橋めぐりを楽しみながら、鬼
怒川温泉の名物グルメを味わう、他にはないまち歩
きツアーです。おススメのグルメは全部で４つ、飲
んで食べて、大満足のコースです。
▶日程：毎日10：00〜（水曜日は休み、要予約）
▶料金：800円
▶定員：10名以内 ▶所要時間：約3時間
▶コース：鬼怒川・川治温泉観光情報センター→さ
くら通り→くろがね橋→本町通り周辺→ふれあい
橋→立岩橋→鬼怒楯岩左岸遊歩道→鬼怒楯岩大吊
橋→鬼怒川・川治温泉観光情報センター
※途中、４店舗に立ち寄り（予定）
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel:0288-22-1525（日光市観光協会）
URL：http://www.nikko-kankou.org

地元ガイドが、自らの知識と心からのおもてなしで、鬼怒川温泉地区の鬼怒川を約６km漕ぎ下る。手付
川治温泉へ来訪されたお客様をご案内します。川治 かずの渓谷美と白波が立つ急流とを同時に楽しめ
温泉の持つ素晴らしい自然や、歴史・文化、隠れた る。ツアーの途中には約５mのクリフジャンプやバ
名所などを、地元ならではの親しみあふれる案内で、ランスゲームなどアトラクションも多彩。
お手軽にお楽しみいただけます。
▶日程：毎日
▶日程：日程要相談
▶料金：大人8,200円、小学生6,700円
▶料金：500円
▶定員：2〜50名
▶定員：10名以内
▶所要時間：2時間
▶所要時間：約2時間
▶コース：鬼怒川温泉駅近くの鬼怒川ライン下り乗
▶コース：川治ふれあい公園〜新男鹿橋〜おなで石〜
船場付近から小佐越の新大瀞橋付近までの約６㎞
温泉神社〜薬師堂〜源泉小屋〜川治ふれあい公園 ▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
Tel: 0288-70-1181
Tel:0288-22-1525（日光市観光協会）
e-mail info@naoc-jp.com
URL：http://www.nikko-kankou.org
URL：https://www.naoc-jp.com

〜おやつ食べ歩きコース〜

ぬまお

鬼怒川温泉のことなら、私におまか
せ！

〜歴史探訪コース〜

さかうち

川治温泉で、癒しのひと時をお過ご
しください！

日光・鬼怒川ラフティング

マッハ

地元出身のローカルガイドがメジャ
ーどころから穴場までご案内。

Kuriyama Go Travel

DISCOVER NIKKO サイクリングツアー
（NAOC）

歴史探訪コース
（鬼怒川温泉観光ボランティアガイドの会）

元祖黒部ダムツアー
（Kuriyama Go Travel）

日光ぶらり〜まちなかナイトウォーク〜
（NPO法人日光門前まちづくり）

歴史とともに蛇王の滝を
巡るツアー

蛇王（じゃおう）の滝は、蛇のように見える滝では
なく、蛇の○○のように見える滝だった!?滝壺間近
まで散策し、滝の迫力とともに歴史を感じるツアー
です。
▶日程：10月〜11月頃
▶料金：中学生以上2,000円、小学生1,000円
▶定員：2名から20名程度
▶所要時間：約1時間30分
▶コース：若間集落〜蛇王の滝遊歩道〜展望台
▶申込み・お問い合わせ・その他のツアーについて
TEL：070‐4380‐5917
E-mail：kuriyama.go.travel@gmail.com
URL:https://kuri-go.com

ごいち

日光＆栗山を一緒に楽しみましょう！

▶ス ケ ジ ュ ー ル

日光を愛する人たちのおすすめコースをご紹介します。
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ツ ア ー 名

鬼怒川・川治

日光市シルバー人材センター

要相談

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11月 November
栃木県立日光自然博物館

ツアーに参加する際には、催行日であっても、
必ず各団体へのご予約をお願いします。

↓至東京

〈首都圏からのアクセス〉

蛇王の滝を巡るツアー
元祖黒部ダムツアー

※１

詳細は記載されていませんが、期間中に開催されるツアーです。
また、このツアー以外にも、各団体においては、様々なツアーが実施されています。詳細につきましては、各団体にお問い合わせください。
ツアーにつきましては、各団体において実施されます。ご不明な点等につきましては、各団体にお問い合わせください。

川線
会津鬼怒
野岩鉄道
121

湯西川温泉

352

川治温泉

五十里湖

湯西川・川俣・奥鬼怒温泉地域

川治温泉観光
ボランティアガイドの会

八汐湖

川俣温泉

奥鬼怒温泉郷

川俣湖

川治温泉駅

鬼怒川・川治温泉地域

龍王峡

Kuriyama Go Travel

鬼怒川温泉

ＮＡＯＣ

大笹牧場

121
霧降滝

奥日光湯元温泉
竜頭の滝

奥日光小西ホテル

日光霧降

男体山

（一財）自然公園財団日光支部

清滝I.C

中禅寺湖
華厳の滝

㈲自然計画

いろは坂

川

谷

大

鬼怒川

461

東武日光駅
ＪＲ日光駅

日光I.C

東武
日光
線
JR日
光線

TVIGA
日光ジャンボ
122

今市地域

下今市駅

日
光

宇

One Play-it（ワンプレイト）

足尾地域
足尾銅山

120

鬼怒川温泉観光
ボランティアガイドの会

352

二社一寺

神橋

栃木県立日光自然博物館

東武
鬼怒
川線

120

湯滝

鬼怒
川有
料道
路

日光地域

湯ノ湖

鬼怒川温泉駅

都

119

宮

道

路

日光市シルバー人材センター

121

NPO法人日光門前まちづくり

至東

北自
動車

足尾まるごと井戸端会議

道→

足尾駅

道

鉄

谷

渓

らせ
わた

★あいに行く、
ＮＩＫＫＯとは・・・

太 田

桐 生

足 尾
元

野岩鉄道
会津鉄道

会津若松

湯西川温泉

湯

中禅寺

鬼怒川温泉

東武
鬼怒川線

バス
川治温泉

東武日光線

下今市

新鹿沼

木

春日部

北千住

スカイツリー

草

とうきょう

浅

東武線

バス
東武日光

（相互乗入）
JR線

わたらせ渓谷鉄道
間 藤

JR日光線

ＪＲ日光

ＪＲ宇都宮

JR宇都宮線

栃

ＪＲ浦和

ＪＲ池袋

ＪＲ大宮

ＪＲ上野
ＪＲ新宿

車をご利用の場合
北関東自動車道
至群馬方面（関越道方面）
約10分

約15分

足 尾

日光宇都宮道路
宇都宮

約35分

栃木都賀ＪＣＴ

I.C

岩舟ＪＣＴ

浦和

●もう一度、日光で新たな発見=「愛」
「会い」の旅に！
「日光での楽しみかた」
「日光の遊びかた」は、無限大です！
行ったつもり、観たつもり、体験したつもりの日光。
地元を愛するガイドやスタッフが、あなたのまだ知らない日光を楽しみ、
遊ぶためのお手伝いをいたします。
是非、もう一度日光へ！ 日光 愛 に 会い に！

電車をご利用の場合

ＪＲ東京

●多様な魅力！多彩な遊びかた！
広大な面積と多彩な観光資源、自然や歴史・文化の奥深さを誇る日光市。
その魅力を、まちあるきや自然のガイドツアー、体験プログラムなどで、
様々な団体が伝えています。
この取組は、こうした日光市内のガイド団体有志が、秋の一定期間を設
けてそれぞれのツアーやプログラムを一斉に実施し、より多彩な楽しみ方
に触れて頂こう、というものです。(※今回はじめての取組です！)

ACCESS

I.C

北関東自動車道
北茨城方面（常磐道方面）

約15分

今市I.C

約5分

約20分
（鬼怒川まで）

東北自動車道

日光I.C

約5分

約20分

清滝I.C

約15分

中禅寺・湯元
鬼怒川・川治・湯西川

至東北方面

