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※予告なく内容が変更される場合がございます。

記載されている関係先へのご確認もお願いします。
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一般社団法人　日光市観光協会　事務局

〒321-1261

栃木県日光市今市717-1
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P.2   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【1. 二社一寺】 P.2

■社寺拝観料　2022年9月30日　現在

 ＜日光エリア＞

　日光東照宮　http://www.toshogu.jp/日光東照宮　 https://www.toshogu.jp/ TEL　0288-54-0560

■東照宮券 ■宝物館 TEL0288-54-2558

個人 団体(35名以上)
大人・高校生 大人・高校生 1,000 円 900 円
小・中学生 小・中学生 400 円 360 円
障害者割引 障害者割引

●参拝時間 9：00 ～ 17：00 （4～10月） ●開館時間 9：00 ～ 17：00 （4～10月）
9：00 ～ 16：00 （11～3月） 9：00 ～ 16：00 （11～3月）
※最終入場30分前 ※最終入場30分前

●参拝箇所  表門から奥宮までの一般公開している箇所 ※展示替えのため休館の場合あり
（奥宮・眠猫・鳴龍を含む）

■特別祈祷（神職・巫女による社殿説明案内) ※要予約 ■美術館 TEL0288-54-0560
料金および授与品（20名以上のみ受付） 個人 団体(30名以上)

料金 大人 800 円 640 円
2,300 円 高校 600 円 480 円
3,000 円 小・中学生 400 円 320 円

※拝観券・案内料は無料 ●開館時間 9：00 ～ 17：00 （4～10月）
※個人での祈祷5,000円（神札・特製絵馬・御神酒）、案内・拝観券なし 9：00 ～ 16：00 （11～3月）
●所要時間　参拝案内40分 － 祈祷20分 － 神酒接待10分 ※最終入場30分前

■東照宮・宝物館セット料金
≪お願い≫

大人 ◇期間中祭典・行事等の都合により、

小・中学生 臨時休館或いは観覧の制限を行う場合もあります。

　日光山輪王寺  https://www.rinnoji.or.jp/ TEL 0288-54-0531

●参拝時間 8：00 ～ 17：00 （4～10月）　8：00 ～ 16：00 （11～3月） ※最終入場30分前

■輪王寺券（三仏堂・大猷院） ※障害者は基本半額（本人のみ）

■輪王寺券（三仏堂・大猷院・宝物殿・逍遥園）
大人・高校生 大人 小人
小・中学生 個人 1,000 円 500 円

三仏堂下札所のみで販売

■三仏堂券 ■三仏堂・宝物殿・逍遥園
大人・高校生 大人 小人
小・中学生 個人 500 円 300 円

■大猷院券 ■宝物殿・逍遥園券
大人・高校生 個人 団体(30名以上)
小・中学生 大人・高校生 300 円 270 円

※4/18.19.20、5/17、7/14.15の期間は拝殿内に入れない時間帯があります。 小・中学生 100 円 90円
※展示替え等で年10回ほど不定期に休館

　日光二荒山神社　 http://www.futarasan.jp/ TEL 0288-54-0535

●参拝時間 8：00～17：00 (4～10月）　9：00～16：00 (11月下旬～3月) ※最終入場30分前
※拝観時間短縮日程は年による
※参拝のみ無料
※障害者割引なし

※神楽は要予約　団体10名以上のみ受付

　神橋　 http://www.shinkyo.net/ TEL 0288-54-0535

●拝観時間 8：00～17：00 (4～10月)　9：00～16：00 (11月下旬～3月) ※最終入場30分前
※拝観開始時刻は遅れる場合があります ※拝観時間短縮日程は年による

※障害者割引なし
大人

高校生
小・中学生

250 円 225 円

100 円 90 円

個人 団体 (20名以上)
300 円 270 円
200 円 180 円

神楽参拝

大人 小・中学生
本社神苑拝観料（化灯籠含む） 300円 100円

1,000 円 500円

800 円

授与品
神札　など

神札・御神酒　など

2,100 円 1,970 円
個人 団体(35名以上)

大人1000円　小人350円（本人のみ）

個人 団体(35名以上)
1,300 円 1,170 円
450 円 405 円

400 円 360 円

770 円 725 円

個人 団体(35名以上)
900 円 810 円

個人
400 円
200 円

550 円 495 円
団体(35名以上)個人

団体(35名以上)
360 円
180 円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.toshogu.jp/
https://www.rinnoji.or.jp/
http://www.futarasan.jp/
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P.3   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【2. 日光】 P.3

■施設利用料

 ＜日光エリア＞

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

●開園時間 9：00～17：00 (4～10月)　　9：00～16：30 (11～3月) 　※入館受付は 15：45 まで
●休園日 火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始（12月29日～1月1日）

※但し、4/10～5/09、8/13～8/16、10/15～11/14、1/2～1/5 は休まず開園

●「茶寮」…11：00～15：00、ランチ（カレー）・甘味・お茶・コーヒーなど。 (12月～３月冬季休業）

小杉放菴記念日光美術館　 https://www.khmoan.jp/ TEL　0288-50-1200

●開館時間 9：30 ～ 17：00 ※最終入場30分前
●休館日 毎週月曜日(祝日・振替休日のときは開館し、その翌日を休館)

展示替期間中、及び館内メンテナンス期間中　

※企画展の料金はその企画展により変動あり

日光植物園 (東京大学大学院理学系研究科附属植物園日光分園)      TEL　0288-54-0206

https://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/nikko/

●開園時間 9：00 ～ 16：30 （4月1日～11月30日の間） ※最終入場30分前
●休館日 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日) 12月～3月休園

※レストランは無し、持ち込みで食事可（ごみは持ち帰り） ※園内用車いす有（１台のみ）

※6歳未満無料、5/4（みどりの日）無料

〔団体料金〕20名以上

金谷ホテル歴史館　 https://nikko-kanaya-history.jp/ TEL　0288-50-1873

●開館時間 9：30～17：00（3～11月無休）　 ※最終入場30分前

10：00～16：00（12～2月不定休）

●休館日 3～11月までは無休、12～2月は月に2～3日ずつ不定休あり
●カテッジイン 9：00～17：00（ラストオーダー16：30） 3月～11月無休
　　（レストラン）        ※15：00以降はスイーツとドリンクのみの提供
●ベーカリー 9：00～17：00（通年） 3月～11月無休、12月～2月は月に２～3日ずつ不定休あり

大人 (高校生以上)

350 円 300 円 120 円

460円
高校生以下 無 料 無料

小人（12歳まで） 275円 220円

小・中学生
500 円 150 円

大人 550円 440円

大人 大・短大・高校生 小・中学生 

個人 団体（20名以上）

250 円
600 円
300 円

無料障害者割引

小・中学生
大人

団体（20名以上）

730 円大人 650円

大学 510 円

通常展

個人 団 体 (20名以上)
500 円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.park-tochigi.com/tamozawa/
https://www.khmoan.jp/
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P.4   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【3. 奥日光】 P.4

■施設利用料
＜ 湯元温泉 ＞

日光湯元ビジターセンター http://www.nikkoyumoto-vc.com/ TEL　0288-62-2321

●開館時間 ・通常期9：00～16：00（4～6月、9～11月）　
・夏季　 9：00～17：00(7～8月）　
・冬季①9：30～16：00（12～1月）  ※平日休館
・冬季②9：30～16：00(2月～3月)　※水曜日休館

●休館日 4～11月までは無休。 12～1月は平日(土日祝日及び年末年始は営業)、2～3月は水曜休館
　　　　　　　　　　※ビジターセンター前トイレにつきましても上記以外は閉鎖となります。

＜ 男体山・中禅寺 ＞

日光山中禅寺立木観音 https://www.rinnoji.or.jp/temple/chuzenji/ TEL　0288-55-0013

●参拝時間 8：00～17：00 (4～10月)　 8：00～16：00 (11月、3月)  ※最終入場30分前
8：30～15：30（12～2月）

身障者
100円
無料

日光二荒山神社中宮祠 http://www.futarasan.jp/ TEL　0288-55-0017

●参拝時間(神社）　　　8：00 ～ 17：00 (4～10月) 　9：00 ～ 16：00 (1１～3月) ※最終入場30分前
　　　※開館時間は短縮される可能性がありますのでご注意ください。

●宝物館開館時間　　　8：30 ～ 16：30 (4～10月) 　9：30 ～ 15:30 (1１～3月) ※最終入場30分前
　　　※開館時間は変更される可能性がありますのでご注意ください。

■宝物館入館料

■男体山登山 開山 4月25日～11月11日　【受付時間 6：00～正午まで】

明智平ロープウェイ https://www.nikko-kotsu.co.jp/ropeway/ TEL　 0288-55-0331

●利用時間 9：00～15：30（当面の間通年）、　乗車定員を制限しており、当面の間ペットの乗車お断り
※上り最終15：10
※営業時間は季節によって変動。繁忙期は早まることや、延長することがある
※毎年、年度末頃に点検整備のため運休期間あり（日程は前後あり）

往復 片道 障害者・介護者等割引

1000 円 600円 500円（往復）　300円(片道）

500 円 300円 250円(往復）　150円（片道）

※駐車場有料　500円/１台（RW乗車の場合、無料券あり） （小人6歳以上12歳未満）

※「プレミアム日光・鬼怒川東武フリーパス」利用可。
※ペットはケージに入れた場合のみ可（１回200円）。但し場合によりお断りすることもある。
　　現在コロナ対策でペットはお断りしています。

450円(往復）　270円（片道）

個人 団 体 (30～ 99名)
大人(高校生以上) 500 円 400 円

大 人 小・中学生
登山料 1000円 無料

小・中学生 250 円 150 円

団 体 (10 名以上)

大人 900円（往復）　540円(片道）

小人

個人 団 体 (20名以上)
大人 500 円 450 円

小・中学生 200 円 180 円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://www.nikkoyumoto-vc.com/
https://www.rinnoji.or.jp/temple/chuzenji/
http://www.futarasan.jp/
https://www.nikko-kotsu.co.jp/ropeway/


P.5   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【3. 奥日光】 P.5

華厳滝エレベーター　 http://kegon.jp/ TEL　 0288-55-0030

●利用時間 9：00～16：30 (12～2月)　 ※最終入場20分前
　　　＊ 9：00～17：00 (3～4月)
　　　＊ 8：00～17：00 (5～9月)
　　　＊ 8：00～17：00 (10～11月)

＊当日の状況により利用時間が変動する場合あり。要問合せ。
※天候等の都合により告知なく休止・運休となる場合あり。ペットはご遠慮願います。

学生団体（30名以上）

450円
360円
290円

栃木県立日光自然博物館　 https://www.nikko-nsm.co.jp/ TEL　 0288-55-0880

●開館時間 9：00～17：00 (4月1日～11月10日) ※最終入場30分前
10：00～16：00 (11月11日～3月31日)

●休館日 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)、年末年始(12月29日～1月3日)
※5月1日～11月30日までの期間は無休

中禅寺湖畔ボートハウス (旧金谷ボートハウス) TEL　 0288-55-0880

●開館時間 9：00～16：00（4月、11月11日～30日）　9：00～17：00（5月1日～11月10日）
●休館日 4月は毎週水曜日 (祝日の場合は翌日振り替え)、5～11月は無休。

12～3月は冬期休館
※無料施設ですが施設維持のため協力金をお願いしています。

イタリア大使館別荘記念公園 TEL　 0288-55-0880

●開館時間 9：00～17：00（5月1日～11月10日）　9：00～16：00（4月、11月11日～11月30日）
●休園日 5～11月は無休。4月は毎週月曜日 (祝日の場合は翌日に振り替え) 12～3月は冬期休園

入園料

●ガイドトーク 毎週火曜日、木曜日　①11:00～　②14:30～　(各回約30分）

●カフェ　コモ　（コーヒー、カプチーノ、ジュースなど）　タンブラー購入でテイクアウト可　
開店日:記念公園と同じ
開店時間：【4月】9:30～15:00 【5月～11/10】 9:30～16:00 【11/11～11/30】 9:30～15:00

英国大使館別荘記念公園 TEL　 0288-55-0880

●開館時間 9：00～17：00（5月1日～11月10日）　9：00～16：00（4月、11月11日～11月30日）
●休園日 5～11月は無休。4月は毎週月曜日 (祝日の場合は翌日に振り替え) 12～3月は冬期休園

入園料
●ガイドトーク 毎週火曜日、木曜日　①10:00～　②13:30～　(各回約30分）

●南４番Classic　（スコーンと紅茶のセットなど）　ラストオーダー１時間前

開店日:記念公園と同じ。
開店時間：【4月】10:00～15:３0【5月～11/10】10:00～16:３0【11/11～11/30】10:00～15:３0

さかなと森の観察園 国立研究開発法人水産研究・教育機構中央水産研究所日光庁舎
https://www.fra.affrc.go.jp/nikko/ TEL　 0288-55-0055

●開園時間 9：00 ～ 17：00 (3月20日～10月31日)　9：00 ～ 16：00 (11月1日～11月30日)

●休園日 12月1日～ 3月19日 ※最終入場30分前
個人

大　人 300 円

小・中学生 100 円

※就学前の幼児は無料。

※イタリア大使館別荘記念公園との共通券
は、大人450円、小人200円

※シーズンパスポートは、
販売日～その年の11月

30日まで有効。

シーズンパスポート
1,000 円

210 円

大人 小人（4歳～中学生）

300円 150円

障害者 無料（1級の方は介助者1名まで無料）

※英国大使館別荘記念公園との共通券
は、大人450円、小人200円

小人(4歳～中学生)
150円

350 円

団体料金(20人以上)
240 円

80 円

小人（4才～中学生） 260 円

個人 一般団体（30名以上）

大人
570円 500円高　校

中学生
小学生 340円 290円

個人 団体（20名以上）

大人（高校生以上） 510 円 410 円 ※2022年12月頃から、
改修工事で休館予定。

（日程未定）

※クマ出没により臨時休園する可能性あり　※2022年11月中、安全対策工事で休園予定あり

大人
300円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://kegon.jp/
https://www.nikko-nsm.co.jp/
https://www.fra.affrc.go.jp/nikko/


P.6   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【3. 奥日光】 P.6

＜ 船 ＞

中禅寺湖遊覧船　 https://www.chuzenjiko-cruise.com/index.html TEL　0288-55-0360
●運航期間 4月中旬～11月30日 (但し、6/18 は貸切により運休)
●営業時間　 9：00～17：00 ※臨時便を運航する場合あり

【千手ヶ浜コース】 6月1日～6月30日 (6/18 運休)
※一周の運賃は、乗り降り自由な乗船券です。（発券日限り・一周限り・千手が浜コース含む）

基本運賃 団体(15名～）

55分 1,400円 1,260円 + 4,000 円

20分 650円 590円 + 2,000 円

40分 1,100円 990円 + 4,000 円

50分 1,240円 1,120円 + 4,000 円

20分 650円 590円 + 2,000 円

30分 720円 650円 + 2,000 円

35分 830円 750円 + 4,000 円

10分 300円 270円 ―

15分 500円 450円 + 2,000 円

35分 830円 750円 + 4,000 円

5分 300円 270円 －

25分 680円 620円 + 2,000 円

45分 1,240円 1,120円 + 4,000 円

40分 1,000円 900円 + 4,000円

15分 400円 360円 + 2,000 円

基本運賃 団体(15名～） 基本運賃 団体(15名～）

1,400円 980円 700円 630円

650円 460円 330円 300円

1,100円 770円 550円 500円

1,240円 870円 620円 560円

650円 460円 330円 300円

720円 510円 360円 330円

830円 590円 420円 380円

300円 210円 150円 140円

500円 350円 250円 230円

830円 590円 420円 380円

300円 210円 150円 140円

680円 480円 340円 310円

1,240円 870円 620円 560円

1,000円 700円 500円 450円

400円 280円 200円 180 円

　　※「Nikko ALL area pass」(外国人のみ)利用可。

団体(15名以上）

　　　　※英国・イタリア大使館別荘記念公園の料金はR４年度から変更になりますが、

　　　　　「一周フリー乗船券」＋「英・伊大使館別荘記念公園共通券」のセット券は変わらず上記の値段になります。

～立木観音

～(立木)～船の駅

一周コース(乗り降り自由)

船の駅

～菖蒲ヶ浜

～(菖蒲ヶ浜)～大使館

～(大使館)～船の駅

菖
蒲
ヶ
浜

～大使館別荘記念公園

船の駅

～菖蒲ヶ浜

～(菖蒲ヶ浜)～大使館

～(菖蒲ヶ浜)～立木観音

特別展望個室
※「男体」のみ　定員８名

一般

●「一周フリー乗船券」＋「英国・イタリア大使館別荘記念公園共通券」のセット券
個人

～(船の駅)～大使館

立
木
観
音

～船の駅

～(船の駅)～菖蒲ヶ浜

大
使
館

～(船の駅)～菖蒲ヶ浜

中学生 小学生

中
禅
寺
湖
一
周
コ
ー
ス

一周コース(乗り降り自由)

コ
ー
ス
内
で
の
区
間
運
転

～立木観音

～(立木)～船の駅

～(大使館)～立木観音

季
節

中
禅
寺
湖
一
周
コ
ー
ス

区分
(コース名)

～(大使館)～立木観音

～(大使館)～船の駅

大
使
館

～(船の駅)～菖蒲ヶ浜

コ
ー
ス
内
で
の
区
間
運
転

千
手
ヶ
浜

船の駅～千手ケ浜

菖蒲ケ浜～千手ケ浜

立
木
観
音

～船の駅

～(船の駅)～菖蒲ヶ浜

～(船の駅)～大使館

季
節

千
手
ヶ
浜

船の駅～千手ケ浜

菖蒲ケ浜～千手ケ浜

～(菖蒲ヶ浜)～立木観音

菖
蒲
ヶ
浜

～大使館別荘記念公園

区分
(コース名)

所要時間

1,600円
1,450円
800円
150円

大人
中学生

幼児（４歳～）

小学生

1,560円
1,130円
780円
150円

大人
中学生

幼児（４歳～）

小学生

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.chuzenjiko-cruise.com/index.html


P.7   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【3. 奥日光】 P.7

貸ボート

●中禅寺湖

中禅寺観光センター TEL 0288-55-0042

※冬季休業

※モーターボートは１名増ごとに(名)＋1,000円、(竜)+2,000円

※千手ヶ浜への水上タクシーを運航（クリンソウの季節のみ）

　　要予約、金額等の詳細も要問合せ

　　（片道のみ運行、目安￥4,000～）

●湯元

湯元レストハウス  ※要問合せ TEL 0288-62-2156

※釣りシーズン中のみ営業（釣り専用）　ただし、10月中遊覧ボート　営業をする可能性あり

※11月下旬～4月初旬
ごろまで冬季休業

釣船（ローボート）2名のり 1日 3,200 円

足漕ぎボート（6名） 30分

名所巡り

3,000円

6,000円

1,000円

2,000円

足漕ぎボート（3名）

モーターボート (5名)

Aコース 5,000円

1時間

30分

モーターボート (5名)

Cコース

竜頭巡り 12,000円

スワンボート（4名）

TEL 0288-55-0212（代表：シェ・ホシノ）

Bコース

中禅寺レイクサービス協業組合 ※施設により異なる、HP確認

手漕ぎボート（2名） 1時間 1,000円

スワンボート（3名） 30分

12,500円

6,000円

30分

1,500円

1,500円

手漕ぎボート（2名）

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.8   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【4. 霧降・足尾】 P.8

■施設利用料

＜ 霧降エリア ＞

霧降高原　キスゲ平園地 TEL　0288-53-5337 (霧降高原レストハウス)

(霧降高原レストハウス) http://kirifuri-kogen.jp/

●開館時間 9：00～17:00  (4～11月）　9：00～16：00 （12～3月）
※キスゲ平園地は24H利用可能

●休館日 年末年始(12月29日～1月3日)　※元日は臨時開館（6:00～9:30のみ）

日光木彫りの里工芸センター TEL　0288-53-0070

https://www.mekke-nikko.com/nikko-kibori

●開館時間 9：00 ～ 17：00　(日光彫体験の受付は15：30まで)
●休館日 5～10月は無休、11～4月は木曜休み(木曜が祝日の場合はその翌日) 

年末年始(12/29～1/3)

■日光彫体験 小学校(5年以上）および中学校の団体様のみ受付

1700円（税込）

※費用は上記材料費のみ。
※所要時間 約1時間20分程度

チロリン村　 http://www.chirorin.com/  TEL　0288-54-3355

●利用期間 4月中旬～11月上旬
●営業時間 9：00 ～ 16：00（L.O.15:30)　　

※火曜日定休 (時期による営業日変動のため、必ず事前確認ください）

日光霧降高原　大笹牧場　　 https://www.nikko-ozasa.jp/  TEL　0288-97-1116

●営業時間

4月～11月
12月

1月、2月
3月

●定休日 12月31日～1月2日　1月4日～2月末の水・木曜日

食堂

9:00～16:30
9:30～16:30 9:30～15:30

9:30～15:45
8:45～16:45 9:00～16:00

9:00～16:30 9:30～15:45

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://kirifuri-kogen.jp/
https://www.mekke-nikko.com/nikko-kibori
http://www.chirorin.com/
https://www.nikko-ozasa.jp/


P.9   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【4. 霧降・足尾】 P.9

＜ 足尾エリア ＞

足尾銅山観光 TEL　0288-93-3240

●開館時間 9：00 ～ 17：00　※最終受付16:15 ※年中無休

※ R3.4.1より、ペットの入場はできません。

●交通 【バス】ＪＲ・東武日光駅より市営バス（銅山観光前まで53分)、下車すぐ

【電車】わたらせ渓谷鐵道　通洞駅から徒歩5分

      ■入坑料金

足尾銅山文化交流館  http://boranthia2016.blog.jp/

●開館時間 9：00 ～ 15：30

●場所 市民センター　2階

●開館日 土・日・祝　（※11月下旬～3月は冬季休館）

●交通 【バス】ＪＲ・東武日光駅より市営バス（銅山観光前まで53分)、下車すぐ

【電車】わたらせ渓谷鐵道　通洞駅から徒歩5分

古河掛水倶楽部　  TEL　　0288-93-3255 (平日)    
TEL  0288-93-2015 (土・日・祝)

https://www.furukawakk.co.jp/ashio/club/

●開館期間 4月上旬 ～ 11月下旬まで 2022年度は11/23(水・祝)までの予定
●開館時間 【土・日・祝日】 10：00 ～ 15：00 ／ 【平日】 事前予約にて受付 (10名以上)

【4月末～5月初めの連休中】 連日公開 ※14：45最終入場

●交通 【バス】ＪＲ・東武日光駅より市営バス(渡良瀬橋まで約47分)、下車すぐ
【電車】わたらせ渓谷鐵道　足尾駅から徒歩3分

　　　　
入場料

大　人
小・中学生

古河足尾歴史館 TEL　0288-93-3255（平日)      
TEL　0288-25-5810（土・日・祝）

https://www.furukawakk.co.jp/ashio/ashio/

●開館期間 4月上旬 ～ 11月下旬まで 2022年度は11/23(水・祝)までの予定
●開館時間 10：00 ～ 16：00 (15:30受付終了）
●開館日 金・土・日曜日及び祝日のみ
●交通 【バス】ＪＲ・東武日光駅より市営バス(銅山観光入口まで52分)、徒歩2 分

【電車】わたらせ渓谷鐵道　通洞駅から徒歩5分

入館料

大人

               小・中学生

足尾環境学習センター　 TEL　0288-93-2525 (93-2180 : 冬季閉鎖中）

https://www.ashiomidori.com/

●開館期間 4月1日 ～ 11月30日　※期間中無休
●開館時間 9：30 ～ 16：30 　※最終入館30分前
●交通 【バス】ＪＲ・東武日光駅より市営バス間藤駅まで※間藤駅にレンタサイクル有。

      （4時間 510円/水曜定休/間藤駅観光センター(93-2515)※要事前予約) 
　　　　または、市営バス赤倉で下車(20分）、徒歩約1.5キロ
【電車】わたらせ渓谷鐵道　間藤駅から3キロ

個人

200 円 ※未就学児　無料

100 円

300 円 200 円

大 人
830 円

730 円

高校生 510 円

個人

※障害者手帳をお持ちの
方は無料

500 円 400 円

団体(20名以上）

一般 団体(15名以上)

小・中学生 410 円 300 円

団体(20名以上）

300 円
200 円

個人

400 円
300 円

180 円

90 円

※障害者手帳をお持ちの
方は無料

高校生以下

入場料

大 人

団体(15 名以上)

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://boranthia2016.blog.jp/
https://www.furukawakk.co.jp/ashio/club/
https://www.furukawakk.co.jp/ashio/ashio/
https://www.ashiomidori.com/


P.10   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【5. ガイド】 P.10

■観光案内料

二社一寺（日光東照宮・日光山輪王寺・日光二荒山神社）案内申し込み先

■日光殿堂案内協同組合

（TEL： 0288-54-0641／FAX： 0288-53-3311／HP： http://www.nikko-annai.com）
※基本案内時間は2時間まで（繁忙期は受けられない、案内時間縮小もある）

※2時間以上は30分の延長毎に+3,000円(2時間の場合→東照宮・三仏堂、＋30分→二荒山）

※当日キャンセルは100%徴収

※各案内人の指名料金は、基本料金に5,000円追加 ※税込

※英語ガイドはすべて一般料金

一般 ・高校

小・中学生

101人以上は20人増すごとに 1,000 円増。

■大日光観光ガイド（TEL・FAX： 0288-54-3545）
※2時間以上は30分の延長毎に+1,000円

※当日キャンセルは100%徴収

※各案内人の指名料金は、特に必要ありません。 ※税込

※R5年度、料金変更予定

一般 ・高校

小・中学生

境内音声ガイド（東照宮）  TEL　0288-54-0560

■料金 1000円(返却時500円返金)　

■言語 英語・中国語・日本語

■貸出場所 表門をくぐって正面 ※境内29の建造物を解説

■受付場所 9：00～16：00（4～10月）、9：00～15：00（11～3月）

日光インタープリター倶楽部  TEL　0288-54-2496
http://www.nikko-kankou.org/model/interpreter/

●受入可能期間 通年

●派遣料（ガイド1名分:税込） ※要予約（2週間前まで）

時間 学校団体 県内学校団体 一般団体

4時間以内 15,000円 10,000 円 20,000円

4時間超 20,000円 15,000円 30,000円

5.5時間 20,000円 15,000円 30,000円

◆派遣料には、駐車場・施設使用料及び入場料は含まれません。

◆昼食を挟む場合は、40分～1時間プラスした時間になります。

◆学校関係者の現地下見については、学校団体の料金で行います。

※二社一寺内（東照宮・輪王寺・二荒山神社）等の有料施設は案内不可。

【レクチャー派遣】

時間 学校団体 市内学校団体 一般団体

●派遣可能時間 8:00～20：00

●派遣場所は、日光市内に限ります。（ご依頼主がお手配頂ますようお願いいたします。）

●出張レクチャーは、2名以上のガイドが担当します。

※取消料やご不明な点やご希望など、お気軽にお問合せください。

10,000円 20,000円

なし 約1時間

6,500 円 7,500 円 8,500 円

コース 定員

①自然観察

15,000円

②史跡探勝
滝尾コース

なし 約1時間
憾満コース

戦場ヶ原

7,000 円

戦場ヶ原・小田代ヶ
原・霧降高原等

1～15名程度

切込・刈込湖 1～10名程度

8,500 円

1～20名 21～40名 41～60名 61～100名

5,500 円

1～20名 21～40名 41～60名 61～100名

6,000 円

憾満コース

※個人利用は予約不要,団体利用の際
   toshoguonsei@gmail.comへメール

コース 定員

自然観察

6,500 円 7,500 円

7,000 円 8,000 円 9,000 円

6,000 円 7,000 円 8,000 円 9,000 円

5,500 円

史跡探勝
滝尾コース

1～15名程度 3時間程度

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://www.nikko-kankou.org/model/interpreter/


P.11   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【5. ガイド】 P.11

（有）自然計画　 https://www.nnp.jp/ TEL　0288-50-3635

●受入可能期間 通年

●派遣料（ガイド1名分）　※要予約、下記以外に、募集ツアーも実施

※1名の案内人に対し、参加者は最大15名（団体の場合は最大20名）まで。

　（コロナ感染防止のため、ガイド1人が受け持つ人数（ガイドレシオ）は、最大８名様までです。）

（補助スタッフ 1日 15,000円/半日 10,000円）

栃木県立日光自然博物館  TEL　0288-55-0880
https://www.nikko-nsm.co.jp/

●派遣料（ガイド1名分）　※要予約、下記以外に、募集ツアーも実施

学校団体

県内学校

一般団体

※1名の案内人に対し、参加者定員は15～20名程度(学校団体）、1～10名程度(一般団体)

学校団体

県内学校

一般団体

※鬼怒川は出張費として別途5,000円、県外は×。

日光湯元ビジターセンター　http://www.nikkoyumoto-vc.com/ TEL　0288-62-2321

●派遣料（ガイド1名分）　※要予約、下記以外に、募集ツアーも実施

依頼ガイド

※それぞれ、詳細については電話にて直接確認。

三本松茶屋　 http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/ TEL　0288-55-0287

●一般料金 時間　8:00～21:00、団体は17:00まで

※出張レクチャーや、各種割引（団体は適用外）、学生団体料金あり
※8時間を超えるガイドについては要相談
※団体①②はガイド1名で、遠隔ワイヤレスマイクを使った大人数同時のガイドツアー
　 参加者全員、小型・軽量のイヤフォン付き受信機を首から下げる。

個人料金
（5名未満）（料金は1人につき）

30分以内 30分～4時間以内 4～8時間以内
900円 900円/30分 10,000円

先導グループガイド
（5名以上〜45名未満）

15,000円 20,000円 25,000円

団体料金 2時間以内 2～4時間以内

18,000円 28,000円

4～8時間以内

①シングルグループガイド
（5名以上～25名未満）

15,000円

②ダブルグループガイド
（25名以上〜45名未満）

18,000円 26,000円 36,000円

旧日光市外地域への出張はお断りしております。

　※日光市内の学校、教育団体は無料です。

4時間以内
一般/25,000円

解説員1名につき15人程度

・ハイキング等での自然解説
・ネイチャーゲーム等での自然体験活動
・スノシュー（冬季、レンタル代は別料金）

学生団体/15,000円

4～6時間以内
一般/30,000円

解説員1名につき15人程度
学生団体/20,000

6時間超 要相談

～100名まで 101名～

出張レクチャー
（約1時間）

15,000 円 25,000 円

7,500円 12,500円

25,000 円 45,000 円

※グループガイドの場合、山深いコースなど安全上必要な場合はガイドの増員か補助スタッフをつけることを原則とします

半日 (4時間以内) 1日 (4時間超)

ガイド

15,000 円 25,000 円

7,500円 12,500円

25,000 円 45,000 円

プライベートガイド（～2名） 16,000円 24,000円
15,000円

※出張料・機材代込
グループガイド（3名～） 20,000円 30,000円

学校団体 18,500円 26,000円

半日（約3時間） 1日（約5～6時間） スライドトーク(約1時間)

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.nnp.jp/
https://www.nikko-nsm.co.jp/
http://www.nikkoyumoto-vc.com/
http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/


P.12   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【6. 温泉】 P.12

■スポーツ･レジャー情報

＜ 温泉 ＞

日光温泉 https://nikkou-onsen.tsukahara-li.co.jp/wordpress/ TEL　0288-53-3630

●営業時間 10：00 ～ 21：00　 ※最終入場30分前
●休業日 火曜日 (祝日の場合はその翌日)

年末年始 (12月30日～1月2日) ※2023年1月3日は正午～17：00 まで
●交通 日光駅から徒歩20分。タクシー利用が便利
●温泉分析 【泉質】アルカリ性単純温泉 

【適応症】リウマチ性疾患、消化器障害、運動器障害、神経症病後回復期、疲労回復

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、日光市公共施設使用料免除カード　提示で無料になります

やしおの湯　 https://www.yashionoyu.com/ TEL　0288-53-6611

●営業時間 10：00 ～ 21：00 ※最終入場30分前
●休業日 木曜日 (祝日の場合はその翌日）

年末年始 (12月29日～1月1日) ※2023年1/2～3は正午～17：00 まで
●交通 【車】日光駅から約15分 

【バス】「やしおの湯」下車すぐ、又は「清滝 1丁目」下車、徒歩15分
●温泉分析 【泉質】アルカリ性単純温泉

【適応症】神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、冷え性、疲労回復、慢性胃腸病

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、日光市公共施設使用料免除カード　提示で無料になります

日光山温泉寺　 TEL 0288-55-0013 (立木観音)

https://www.rinnoji.or.jp/temple/onsenji/

●受付時間 8：00 ～ 17：00まで ※参篭（入浴）時間は1時間まで
●期間 4月下旬～11月下旬 ※令和4年度は4/9～開湯
●交通 【バス】「湯元温泉」下車。徒歩2分。
●温泉分析 【泉質】硫黄泉

ゆ処山月　五識の湯　 TEL　0288-62-2166
http://www.hotel-sangetsu.co.jp/f-yudokoro.htm

●入浴時間 夏季11：00～19：00、冬季11:00～18:00　※行く前に電話にて要問合せ（17:00まで）
※最終受付１時間前まで ※季節・天候等により変動有り　　　　※不定休

●交通 【バス】「湯元温泉」下車。徒歩2分。
●温泉分析 【泉質】硫黄泉

源泉 ゆの香　 http://www.gensen-yunoka.com/ TEL　0288-62-2326

●入浴時間 10：00～18：00 / 季節により変動あり　　　※不定休
●交通 【バス】「湯元温泉」下車。すぐ。
●温泉分析 【泉質】硫化水素泉

【適応症】高血圧・疲労回復・糖尿病・冷え性

  ※無料休憩所あり
入浴料 700 円 500 円 300 円  (10：00 ～ 19：00)

入浴料 900 円 500 円

　 大人 子ども 幼児

入浴料

【適応症】美肌、神経痛、筋肉痛、関節痛、関節のこわばり、うちみ、痔疾
慢性消化器病、肩こり、冷え性、病後回復期、皮膚病、糖尿病、婦人病、動脈硬化症、高血圧症

　 大人 子ども (2歳～小学生)

500 円 300 円

乳幼児
市外在住 700円 700円 350円

無料
日光市民 300円 200円 150円

【適応症】リウマチ性疾患、糖尿病、高血圧症、皮膚潰、瘍症、痛風、運動障害 (特に神経まひ)

　 大人 子ども (4歳～小学生)

乳幼児
市外在住 700円 700円 350円

無料
日光市民 300円

　 大人 65歳以上 小学生

　 大人 65歳以上 小学生

200円 150円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://nikkou-onsen.tsukahara-li.co.jp/wordpress/
https://www.yashionoyu.com/
https://www.rinnoji.or.jp/temple/onsenji/
http://www.hotel-sangetsu.co.jp/f-yudokoro.htm
http://www.gensen-yunoka.com/


P.13   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【6. 温泉】 P.13

日光ステーションホテルクラシック内　駅スパ　 TEL　0288-53-1000

https://www.nikko-stationhotel.jp/hot_springs.html

●入浴時間 ※コロナ対策で当面の間時短営業11:00～15:00（最終受付　16:00退出）
●休日 無休　※日にちによっては宿泊者専用、メンテナンス時は休み。要問い合わせ。
●交通 【車】日光ICより3分、JR日光駅正面、東武日光駅より徒歩1分。
●温泉分析 【泉質】アルカリ性単純温泉　(アルカリ性低張性高温泉)

【適応症】リウマチ性疾患、糖尿病、高血圧症、皮膚潰、痛風、運動障害 (特に神経まひ)

※タオルは別途各150円で貸出有

小倉山温泉春暁庭ゆりん　 http://www.syungyotei.com/ TEL　0288-54-2487

●入浴時間 14：00 ～ 翌2：00　※変更アリ。要確認。 ※2020.2.25～
●休日 無休　※休業等のお知らせはフェイスブックページに更新されます。 改修工事につき休業中
●交通 【車】日光ICより7分　【タクシー】JR日光駅・東武日光駅より約5分　
●温泉分析 【泉質】アルカリ性単純温泉　源泉100％かけ流し

※ライト会員は、ご入浴受付時にお申し込みの方に限る。

カジュアルユーロ　日帰り温泉ほの香　 TEL　0288-53-0500

https://www.nikko-casual.jp/spa.html

●入浴時間 11：00 ～ 19：00 (受付18:00まで)　　
●休日 無休　※メンテナンス時は休みあり（事前連絡推奨）
●交通 【車】日光ICより10分　【タクシー】日光駅より5分　【バス】「丸美」下車。徒歩1分。
●温泉分析 【泉質】アルカリ性単純温泉 (アルカリ性低張性高温泉)、天然かけ流し

　　小人350 円

庚申の湯 https://kajikasou.info/spa/ TEL　0288-93-3420

●入浴時間 11：00 ～ 20：00 ※未就学児
※コロナ対策中当面の間、11：00～15：00 　障害者無料

●休日 無休 ※年に6回メンテナンス休館あり。要問合せ
●交通 【車】日光駅から45分、清滝ICから40分、伊勢崎インターから1時間20分

      (国道122号「銅庚申アンダー」から県道293号線を経由しておよそ10分)
【わたらせ渓谷鉄道】「通洞駅」下車。タクシーで15分。
【バス】JR・東武日光駅から約40分。最寄りは遠下だが、そこから約7kmはある。

●温泉分析 【泉質】アルカリ性単純泉
【適応症】神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、冷え性

あんよの湯 (湯元：足湯) TEL　0288-53-3795 (日光観光課)

●入浴時間 9：00 ～ 20：00 （4月中旬 ～ 12月中旬）　
●休日 なし (ただし、冬期間は休館) ※基本無休ですが、メンテナンス等で休館になる場合があります。

●入浴料 無料

300円

【適応症】神経痛、筋肉痛、運動麻痺、慢性消化器病、冷え性、病後回復期、疲労回復等

再開未定

市民以外 800 円 400 円 800円

入浴料 大人 (中学生以上) 小人 (小学生) 65歳以上
日光市民 150円 200円

　 一般 貸切露天風呂 (50分) ※貸切露天は要事前連絡。

600 円 3,500 円 (2名使用時の料金) （受付時間 13：00～19：00）
入浴料

ライト会員 900円
入会金 600円
年会費 無料

〇 あり +100円でサービス

エコノミー会員 500円
入会金 600円

年会費 4,600円
○ なし ○

スタンダード会員 500円
入会金 600円

年会費 7,000円
○ あり ○

一般
900円

※3歳未満無料
- - - -

区分
料金

ポイント制度
ドリンク

サービス
同伴者へのドリンクサービス

入浴料 会費

　 大人 小人 (3歳～小学生)
入浴料 700 円 500 円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.nikko-stationhotel.jp/hot_springs.html
http://www.syungyotei.com/
https://www.nikko-casual.jp/spa.html
https://kajikasou.info/spa/


P.14   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【7. 釣り】 P.14

■スポーツ･レジャー情報

＜ 釣り ＞

大谷川 (主流,田母沢,鳴沢川) TEL 028-662-6211（栃木県鬼怒川漁業協同組合）

http://www.kinugawa-gyokyou.com/　

※霧降大橋より下流ふれあい橋まで約 300ｍは、キャッチアンドリリース区間となります。

※日光市上鉢石町地内、神橋　上、下流各50ｍの区域は禁猟区

●遊魚期間 渓流釣り以外は年中可能

【日光大谷川及び支流 (今市水郷橋より上流)】 4/1(6：00) ～ 9/19

【今市水郷橋より下流の大谷川】 3/1(6：00) ～ 9/19

●遊魚時刻 ※時間は日の出～日没まで

●釣券販売場所 今市の「三水堂(0288-21-3170)」など。日光駅周辺のコンビニで24h購入可

（セブン・ローソン・ファミマ。購入日当日のみ有効、普通釣券のみ）

●員外者の遊漁料

年間券 日釣券 年間券 日釣券

全魚種 釣 13,200円 2,700円 1600円 1600円

鮎以外 釣 6,500円 1,500円 1600円 1000円

雑魚 釣 4,600円 800円 1600円 ―

雑魚 釣 ― 700円 ― ―

全魚種 釣 4,400円 1,100円 1200円 600円

鮎以外 釣 1,100円 ― ― ―

※雑魚→全魚種から、あゆ・さくらます・やまめ・いわな・かじかを除いた魚種

※学生は高校生。ただし大谷川特別漁場及び東古屋特別漁場は中学生も含む。　団体券は10人以上の団体遊漁に適用する。

中禅寺湖　 http://www.chuzenjiko.or.jp/ TEL　0288-55-0271(中禅寺湖漁業協同組合)

詳細は、HPに掲載されている「中禅寺湖フィッシングガイド」をご覧ください。

●遊魚期間 【岸釣り】 4/1～9/19　（湖面東側のみ)

【船釣り】 4/20～9/19　（湖面東側のみ)

【ワカサギ釣り】 4/1～10/31 (9/20～10/31までは組合が定めた場所及び時間でのみ、ワカサギ釣り可。)

●釣券販売場所 中禅寺漁業協同組合（0288-55-0271）大島商店（0288-55-0022）、民宿越後屋（0288-55-0708）

●遊魚時刻 ワカサギ9/20～10/31

8:00～16:00

●遊魚料金

期間 遊漁券 魚種 付加料金

日釣券 全魚種 660 円

6回回数券 全魚種 ―

18歳以下 全魚種 ―

障害者 全魚種 ―

日釣券 雑魚 330 円

18歳以下 雑魚 ―

障害者 雑魚 ―

日釣券 ワカサギのみ 330 円

18歳以下 ワカサギのみ ―

障害者 ワカサギのみ ―

※9月19日は無料

※18歳以下は無料になりました。ただし釣券発売所で認定券を交付します。（要身分証明）

※障害者割引あり。手帳等を提示した方に限る。

指定区域手釣又は竿釣 無料

手釣又は竿釣 550 円

無料

手釣又は竿釣 550 円

9月20日～
10月31日

手釣又は竿釣 1,100 円

漁具及び漁法 遊漁料 区域

解禁日～
9月19日

岸釣 / 船釣 2,200 円

岸ヶ淵より
松ヶ崎を

結ぶ線から
東側の区域

岸釣 / 船釣 11,000 円

岸釣 無料

手釣又は竿釣 1,100 円

手釣又は竿釣 1,100 円

手釣又は竿釣

解禁日 4/2～5/14 5/15～7/31 8/1～9/19

5：00 ～ 18：00 4：00 ～ 18:00 4：00 ～ 19：00 4：00 ～ 18：00

鮎全魚種釣券

特設・
特別釣り場
を除く区域

普通釣券

雑魚釣券

団体雑魚釣券

2等遊漁券 全魚種
投網、筌、
掛釣、釣

20,900円 8,800円 1600円 1600円

学生鮎全魚種釣券

学生普通釣券

※下記の釣り情報につきましては予告なしに変更される場合がございますので、
    ご利用される方は事前に各お問い合わせ先にてご確認ください。

遊漁券 魚種 漁法
遊漁料 附加料金

区域

渓流釣り

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://www.kinugawa-gyokyou.com/　
http://www.chuzenjiko.or.jp/


P.15   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【7. 釣り】 P.15

湯ノ湖 ･ 湯川　(2022年度情報） TEL　0288-55-0702 （全国内水面漁業協同組合連合会日光支所）

TEL　0288-62-2524 （湯ノ湖釣り事務所）　4/1～9/30問合せ期間

http://www.naisuimen.or.jp/nikko/

2023年度情報は、2023年4月に更新予定です。
※一の橋・二の橋から湯滝の流れ出しまでは立入り禁止区域です。戦場ヶ原湿原地域の立入禁止区域内での釣魚は厳禁です。

※•竜頭の滝上（温泉パイプ）から下流、中禅寺湖までは周年禁漁区域です。

●遊魚期間 5月1日(5：00) ～ 9月30日

●釣券販売場所 湯ノ湖釣り事務所（0288-62-2524）、赤沼茶屋（0288-55-0150）、湯滝レストハウス（0288-62-8611）

一日券 午後券 一日券 午後券 一日券 午後券

4,600 円 ― 3,600 円 ― 3,000 円 ―

3,600 円 2,700 円 2,600 円 2,000 円

2,600 円 2,000 円 2,000 円 1,500 円

※現場で監視員から釣り券を購入する場合、1日券のみの取り扱い。

　　なお現場販売では、手数料として1枚あたり500円(小学生券は300円)が加算。

※貸し竿や釣り餌は…湯ノ湖釣り事務所 (0288-62-2524)、湯元レストハウス  (0288-62-2156)

※午後券は当日の正午からの販売です。

※小学生以下は、湯ノ湖・湯川共通で1人500円です。

※舟釣りをされる方は、湯元レストハウス (0288-62-2156) で舟を予約してから釣券を購入して下さい。　

※6枚綴回数券（大人1日券5枚分料金）も販売しています。(利用日：5/2～9/30) 

足尾町漁業協同組合 TEL　0288-93-0777

●遊魚期間 3/21 日の出 ～ 9/19 日没まで

●遊魚料金 ※キャッチ＆リリースエリア有り。要確認。

魚種 河川払い

全魚種

全魚種

小倉山つり堀茶屋　 https://ja-jp.facebook.com/OgurayamaTuriborityaya TEL　0288-53-0122

●営業時間 【平日】9：00 ～ 17：00 ※時間等が変更になる場合あり。要事前連絡。

【土日祝】9：00 ～ 17：00 

●休業日 月・火・水曜が定休だが、不定期営業のため要確認

●料金 1時間　税込1,540 円 (貸し竿、餌、焼代別料金)

※団体は予約制

※食堂では焼き魚のみ提供

年間券 7,000 円
+ 500 円

組合が指定し
公示する場所日釣券 2,000 円

遊漁券 遊漁料 区域

5月2日 ～ 5月31日
2,000 円 1,500 円

6月1日 ～ 9月30日

釣魚時間
解禁日は5：00 ～ 17：00まで

7：00 ～ 17：00 7：00 ～ 17：00まで (日の出～日没まで可)

制限尾数 20尾まで (生体持ち出し禁止) キャッチ＆リリース

対象魚 ニジマス・カワマス・ヒメマス・ホンマス・ワカサギ・ウグイ・コイ・フナ

解禁日 (5月1日)

湯の湖
湯川

舟釣り 岸釣り

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://www.naisuimen.or.jp/nikko/
https://ja-jp.facebook.com/OgurayamaTuriborityaya


P.16   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【8. スポーツ施設】 P.16

■スポーツ･レジャー情報

＜スポーツ施設 ＞

各施設の連絡先 https://www.city.nikko.lg.jp/annai/koukyoushisetsu/sports.html

https://www.city.nikko.lg.jp/sports/guide/kyouiku/sports-shisetsu/

日蔭570

小林地内

所野2832-2

※ゴルフ場は、毎週月曜日（月が祝日の場合は翌日）と、年末年始（１２月２９日～１月３日）は休み。

大沢町809-1

相生町15

清滝桜ヶ丘210-7

所在地

今市1659

薄井沢881番地外
（今市青少年スポーツセンター内）

瀬尾1640-22

今市

明神2440

足尾町2805-4

足尾プール

下原野球場

0288-76-1200（藤原公民館）藤原運動場 藤原355-1

鬼怒川温泉大原2

西川126-2

大沢体育館 0288-26-1975（大沢公民館）

日光体育館 0288-54-1187

0288-93-3322（足尾公民館）

足尾中央グラウンド

足尾向原テニスコート

足尾市民センター

足尾町向原2479-1

足尾町通洞9-1

足尾町赤沢6-1

鬼怒川温泉大原485

栗山運動場 0288-97-1139(栗山公民館)

西川運動場 0288-78-0223(（株）湯の郷湯西川温泉旅館組合事業共同体)

施設名 問い合わせ先

今市運動公園 0288-22-6470（今市運動公園体育センター）

日光市ホッケー場

丸山公園

0288-21-5183(スポーツ振興課)

丸山公園プール

大谷川グリーンパーク 0288-22-6470（今市運動公園体育センター）

0288-22-9466（（一財）日光市公共施設振興公社体育公園係）

塩野室運動公園 0288-26-8117（日光市小林公民館:沓掛260）

落合運動公園 0288-27-1111（日光市落合公民館：小代440-1）

豊岡運動公園 0288-21-8216（日光市豊岡公民館）大桑町130

日光運動公園
0288-54-1585（日光運動公園管理事務所）

清滝体育館 0288-53-1010

藤原運動公園

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.city.nikko.lg.jp/annai/koukyoushisetsu/sports.html
https://www.city.nikko.lg.jp/sports/guide/kyouiku/sports-shisetsu/


P.17   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【8. スポーツ施設】 P.17

スポーツ施設　※要確認

無料

ホッケー場

野球場・運動広場

サッカー場 (芝)

テニスコート

西川運動場
サッカー場(半面）

野球場

ゲートボール場

テニスコート

野球場

運動場

サッカー場(全面）

300円

塩野室運動公園

300円

無料

510円

ゲートボール場

620円

野球場

野球場兼サッカー場

テニスコート

ゲートボール場

野球場

テニスコート

テニスコート

ゲートボール場

野球場

多目的広場
(サッカー・野球・その他)

スポーツ広場
(トラック・サッカー・野球・グランド

ゴルフ)

グランドゴルフ場

テニスコート

ゲートボール場

930円 1,880円

野球場

サッカー場 (土系)

運動広場

ゲートボール場 

今市運動公園 無料 510円 1,030円

施設区分
中学生以下 高校生以上 中学生以下 高校生以上

620円

豊岡運動公園 無料

510円 1,030円

落合運動公園 無料

510円 1,030円

300円

300円

日光市ホッケー場 要問合せ（0288-21-5183(スポーツ振興課)）

丸山公園

施設名
市内居住者※適応範囲要確認 市外居住者

無料

510円 1,030円

1,030円

300円

620円

無料 510円

620円

無料 510円

野球・サッカー場

620円

無料 510円

無料

510円 1,030円

300円

1,030円

テニスコート

620円

510円

藤原運動場
無料 300円 620円

無料

大谷川グリーンパーク 無料

日光運動公園

620円

510円

足尾向原テニスコート 無料

510円

藤原運動公園 無料
510円 1,030円

300円

無料 300円 620円

460円 930円

栗山運動場

下原野球場 無料

無料 930円 1,870円

200円

足尾中央グラウンド
無料 510円 1,030円

無料

100円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.18   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【8. スポーツ施設】 P.18

ナイター料金　※要確認

野球場

テニスコート

野球場

野球場

テニスコート

テニスコート

野球・サッカー

体育館および屋内施設の料金（1時間）　※要確認

半面

全面

全面

全面

半面

全面

半面

全面

半面

全面

半面

前面

ゴルフ場料金　※要確認

※8：00～18：30（4～9月）　8：30～17：30（10～3月）　月曜、年末年始休園

プール　※要確認

※市内の小中学生が夏休みの期間中のみ営業。

今市運動公園 1面・1時間30分 5,500円 6,280円

1,230円

-

市内居住者

2,050円

高校生以上

410円

日光霧降カントリークラブ

日光カンツリー倶楽部

共通シーズン券

市内中学生以下は無料

丸山公園プール
9時～16時

（受付は15時半まで）
200円

730円
（市内居住者の

み）足尾プール
10時～17時

（小学生は16時まで）

未就学児は無料

施設名 施設区分 使用単位
市内居住者

サッカー場
1面・1時間 1,030円 1,970円 3,970円

半面・1時間 510円 980円 1,980円

中学生以下 高校生以上 中学生以下 高校生以上

市外居住者

12,560円

1面・1時間 510円 830円 1,670円

豊岡運動公園 1面・1時間 1,030円 1,560円 3,130円

丸山公園

日光運動公園
1面・1時間 3,660円 4,180円 8,370円

1面・1時間 410円 730円 1,460円

1,030円

野球場兼
サッカー場 全面・1時間半 4,070円 4,860円 9,730円

1面・2時間以内 200円 510円 1,030円

半面・1時間半 2,030円 2,820円 5,650円

藤原運動公園

510円 510円 1,030円

1,030円 1,030円

中学生以下 それ以外

落合運動公園 体育館 無料

今市運動公園 体育館 無料

施設名 施設区分
市内居住者 市外居住者

中学生以下 それ以外

藤原運動場 1面・1時間 510円 510円

豊岡運動公園 体育館 無料 200円 200円 410円

柔道場

会議室 200円（１時間）

2,070円

1,030円

200円 200円 410円

510円 510円 1,030円

1,030円 1,030円 2,070円

日光体育館

アリーナ
無料

510円 510円

大沢体育館

体育館 無料
620円 620円

体育指導室 200円（１時間）

200円（1回）

会議室 200円（1時間）

研修室 200円（1時間）

1,250円

1,240円 1,240円 2,500円

トレーニング室

2,070円

1,030円

1,030円 1,030円 2,070円

510円 510円 1,030円

アリーナ 無料
510円 510円

足尾市民センター 体育館 無料

清滝体育館

日光運動公園
ゴルフ場

９ホール・１R

施設名 営業時間 当日券

日光市所野1538-18

日光市所野2833

備考

100円

200円

中学生以下
65歳以上

TEL：0288-53-4111

回数券（6枚綴り）

貸クラブ（１本）

貸シューズ（１足）

TEL：0288-54-2128

市外居住者

100円

1,030円 1,030円

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.19   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【8. スポーツ施設】 P.19

＜レジャー施設 ＞

各施設の連絡先 https://www.city.nikko.lg.jp/annai/koukyoushisetsu/sports.html

鬼怒川レジャー公園

農村環境改善センター

湯西川体験農業交流センター

施設名 所在地 問い合わせ先

0288-97-1133

（栗山行政センター産業建設係）

0288-93-3116

（足尾観光課）

日光市湯西川1138番地

日光市湯西川1156番地

日光市鬼怒川温泉大原35番地

日光市大室991番地

0288-77-2757     　※施設老朽化に伴い、

　　　　　　　　　      R４,4月より利用休止

0288-26-0116

0288-97-1133

（栗山行政センター産業建設係）

0288-22-9466

（（一財）日光市公共施設振興公社）

0288-76-4107

（藤原行政センター産業建設係）

0288-93-2525

湯の街公園

銅親水公園

栗山森林公園

日光市足尾町2209花の渡良瀬公園

日光市小百1839番地2小百川桜公園

日光市鬼怒川温泉滝548番地7

日光市足尾町原レ885番地2の先

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.city.nikko.lg.jp/annai/koukyoushisetsu/sports.html
https://www.city.nikko.lg.jp/hujiharakankou/shisetsu/kinugawa-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/hujiharakankou/shisetsu/kinugawa-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/nourin/shisetsu/kaizen-t.html
https://www.city.nikko.lg.jp/nourin/shisetsu/kaizen-t.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kuriyamagyousei/shisetsu/yunishikawa-t.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kuriyamagyousei/shisetsu/yunishikawa-t.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kouryuu/shisetsu/kobyaku-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kouryuu/shisetsu/kobyaku-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/hujiharagyousei/shisetsu/yunomachi-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/hujiharagyousei/shisetsu/yunomachi-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/asiokankou/shisetsu/akagane-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/asiokankou/shisetsu/akagane-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kuriyamagyousei/shisetsu/kuriyama-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kuriyamagyousei/shisetsu/kuriyama-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/asiokankou/shisetsu/watarase-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/asiokankou/shisetsu/watarase-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/hujiharakankou/shisetsu/kinugawa-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/nourin/shisetsu/kaizen-t.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kuriyamagyousei/shisetsu/yunishikawa-t.html
https://www.city.nikko.lg.jp/hujiharagyousei/shisetsu/yunomachi-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/asiokankou/shisetsu/akagane-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kuriyamagyousei/shisetsu/kuriyama-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/asiokankou/shisetsu/watarase-k.html
https://www.city.nikko.lg.jp/kouryuu/shisetsu/kobyaku-k.html


P.20   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【9. スキー・スケート】 P.20

■スポーツ・レジャー情報

＜ スキー ＞　日光湯元

　日光湯元温泉スキー場 TEL　0288-62-2532（湯元ロッジ）

http://www.nikkoyumoto-ski.com/

・滑走期間 12月下旬～3月下旬 ※2022年度詳細未定

・利用時間 平日 9：00～16：00　土曜日 9：00～16：00 （時間延長の場合あり）

日・祝日　8：30～16：00 （時間延長の場合あり）（年末年始含む）

　※営業時間は日没・気象条件により、変更となる場合があります

・交通 バス利用　東武バス「湯元温泉」行、湯元温泉下車徒歩5分

・リフト料金 大人 子供（小学生）

2,900円 2,100円

3,600円 2,600円

5,600円 4,100円

41,000円 36,000円

※パトロール隊、救護施設あり ※駐車場は休暇村日光湯元前の湯元駐車場を利用

●スキー・スノボスクール

・期間　12月下旬～3月31日 ※期間・料金は予告なしに変更される場合がある

・全日本スキー連盟公認スキー学校　TEL：0288-62-2515（9：00～16：00）

半日（2時間） 1日（4時間）

5,000円 7,000円

5,000円 7,000円

6,000円 8,000円

スノーボード 5,000円 8,000円

半日（2時間） 1日（4時間）

10,000円 18,000円

18,000円 28,000円

1,100円

シルバー券　※70歳以上、年齢を確認できるものを提示

2,600円

1,100円

２日券

シーズン券

リフト券

１回券

４回券

半日券（オープン～13：00、12：00～ラスト）

１日券

300円

キッズレッスン　対象/4歳～小学2年生

一般レッスン　対象/小学4年生以上

プライベートレッスンメニュー（スキー・スノーボード）

マンツーマンレッスン 完全個別指導

グループレッスン 少人数制（～3名まで）

レッスンメニュー

シニア券　※55歳～69歳、年齢を確認できるものを提示

スキー

一般レッスン　対象/中学生以上

ジュニアレッスン　対象/小学生（3～6年生）

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://www.nikkoyumoto-ski.com/


P.21   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【9. スキー・スケート】 P.21

<スノーシュー・クロスカントリースキーレンタル>

三本松茶屋　　 TEL：0288-55-0287
http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/rental/rental1.html

・営業期間 通年(水曜定休)　※予約可　　レンタル時間：8：30～16：00　

期間 ※価格は税込

大人 1,800円 スキー板、靴、ストック

小人 1,500円 スキー板、靴、ストック

大人 1,000円

子人 800円

2時間 500円

延長／30分 100円

大人 1日 2,000円

小人 1日 1500円

1日 500円

1日 300円

1日 300円

15分程度 無料

無料

※「小人」は小学生以下

日光湯元ビジターセンター　　　 TEL：0288-62-2321
http://www.nikkoyumoto-vc.com/

・営業期間 1月：平日休館、2,3月：水曜休館 9：30～15：00頃まで

ビジターセンターでのレンタルは湯元スノーシューコース及び湯元内での使用の場合に限らせて頂いております。

レンタル期間は1日単位で、当日の16:00を目安に返却をお願いいたします。

※事前予約不可

栃木県立自然博物館　 TEL：0288-55-0880
https://www.nikko-nsm.co.jp/

・営業期間 ※年末年始休館（12/29～1/3）、11～5月は月曜休み

※スノーシューツアー参加者のみ

※ウェア、スノーブーツ、帽子、手袋等はご用意ください。 　レンタルはございません。

日光アストリアホテル　 TEL：0288-55-0585
https://www.nikkoastraea.com/cc-sky/

・営業期間 12月中旬～3月下旬

・コース 1km、3㎞、5㎞、10㎞のコース（全日本スキー連盟クロスカントリーコース公認A級（5㎞））

・駐車場 県営駐車場60台　ホテル駐車場53台（自家用車）　2台（大型バス）

・交通 東武バス「湯元温泉・光徳温泉行」乗車、「光徳温泉・日光アストリアホテル」下車

1,000円

各200円

教育関係団体

一般団体

500円／1セット

2,300 円 （8：30～16：00）

レンタルの種類

レンタルスキー （板、靴、ストック）

スノーシュー　（ストック含む）

1 日

2,300 円 （8：30～16：00）

ソリ

初心者講習

レンタルの種類

子供用スノーシュー（小学生以下）

スノーシュー(大人用）

ストック、スパッツ

23.0cm～29.0cm
散策・スノーシュー向け

１日

500円

コースマップ

1,000円／1セット

ストック含む、約100台ほど

共通

備考レンタルの種類　

スノーシュー

1日

クロスカントリースキー靴

スパッツ

クロスカントリースキー 1日

防寒長靴 大人／小人 1日 800円

ウェア 貸出 【終了】

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/rental/rental1.html
http://www.nikkoyumoto-vc.com/
https://www.nikko-nsm.co.jp/
https://www.nikkoastraea.com/cc-sky/


P.22   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【9. スキー・スケート】 P.22

< スケート >　

　日光霧降スケートセンター（屋外） TEL 0288-54-2401

　県立日光霧降アイスアリーナ（屋内） TEL 0288-53-5881

http://www.kousha.or.jp/skate.php

●日光霧降スケートセンター（屋外） ※競技会等により休館や営業時間の変更あり
・滑走期間　 11月中旬～２月下旬 　　ご来場の際は事前にご確認ください。

・滑走時間 【平日】9：30～16：00　【土・日・祝日】9：30～16：30

●県立日光霧降アイスアリーナ（屋内）

・滑走期間　 7月中旬～翌年5月上旬

・滑走時間 10：00～15：30 ※時短営業中11：00から14：30　R4.5.5まで

・滑走料金

大人 小人 大人 小人

1,560円 830円 1,200円 590円

20～39名 1,400円 750円

40名以上 1,250円 660円

- - 6,000円 3,000円

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、日光市公共施設使用料免除カードをお持の方は無料

※「大人」：高校生以上、「小人」：4歳以上～中学生まで

※3歳以下無料　

※貸靴は1足510円

・貸切料金 屋外スピードリンク 屋内アイスアリーナ

（利用時間内） 62,850円 ー

※時間外別途 - 4,250円

- 6,900円

- 8,500円

- 13,800円

　細尾ドームリンク（屋内） TEL 0288-54-1585 （4～9月）

http://www.kousha.or.jp/skate_hosoo.php TEL 0288-54-0474 （冬季問合せ先）

・滑走期間 10月上旬～3月下旬 ※R4.10.22～R5.03.19予定

・滑走時間　 【平日】8：00～16：30　　【土曜】8：00～13：00　　【日・祝】10：00～15：00

・滑走料金 貸切料金
(30分ごと)

200円 160円 2,080円 1,030円
410円 320円 4,180円 2,080円
730円 580円 7,330円 3,660円

- 22,500円

18,200円 9,000円

回数券(6回)

2時間につき

30分につき

高校生以下
入場料を徴収しない

小中学生
高校生
一般

23,030円
8,370円

市内2,000円

団体

当日券
団体割引
（20人～）

シーズン券

入場料を徴収する

その他

入場料を徴収しない

入場料を徴収する

アマチュアスポーツ以外で
入場料を徴収する

20名以上
950円 20名以上

450円

屋内外共通券 ー

シーズン券

一般

屋外スピードリンク 屋内アイスアリーナ

※R4.11.03～R5.2.12予定

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

http://www.kousha.or.jp/skate.php
http://www.kousha.or.jp/skate_hosoo.php


P.23   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【10. キャンプ場】 P.23

■スポーツ･レジャー情報

＜ キャンプ場 ＞

施設名 開設期間 テント

【持込テント】

大人（中学生以上） 22,000 円

1,500 円 6人用 16,000 円

子供(1歳～小学生)
1,200 円

4人用(テラス無) 11,000 円

【タープ1張1泊】 4人用(テラス有) 12,000 円

1,700 円 7人用 17,000 円

【大型テント1張1泊】

2,000円
※張幅3ｍを超えるもの

≪売店取扱品≫
・酒類（ビール等）・カップ麺

・雑貨類（ラップ・歯ブラシ等）

・薪・炭

・レンタル品（調理器具・布団類）

【持込テント】
大人（中学生以上） 4人用 8棟 1棟 11,000 円

2,000 円 20人用 1棟 1棟 41,800 円

子供 30人用1棟 1棟 60,500 円

（3歳～小学生以下）

1,250 円

4人用 5棟 1棟 15,400 円

デイキャンプ(日帰り） 6人用 4棟 1棟 22,000 円

（3歳以上） 8人用 5棟 1棟 27,500 円

1,000 円 12人用 4棟 1棟 35,200 円

≪売店取扱品≫
・酒類（ビール等）・調味料 6人用 2棟 1棟 18,700 円
・雑貨類・薪・炭・ガスボンベ 10人用 7棟 1棟 27,500 円
・レンタル品（調理器具・布団類）

【持込テント】 ※施設内にトイレ無し。

1泊1人　大人 　園地のトイレを使用すること。

1,000 円

　　　　　　小・中学生

500 円

デイキャンプ1人

　　　　　大人

500 円

　　　小学生未満無料

【持込テント】 【バンガロー】

1張1泊　　1,650円 A　6人用 13,610円

（宿泊管理料別） D　4人用 5,230円

【オートキャンプ】 4,400円～

【キャンピングカーサイト】

2,800円

【入場料（1人1泊）】

大人　300 円（小学生は100 円）

乳幼児は無料

≪売店取扱品≫10～16時

・薪、炭 【タープ料】（宿泊管理料は別）
・飲料（数種のみ） 1張1泊 　　　1,650円
・食品、レンタル品等は無し

【ディキャンプ】 1,650円

湯元キャンプ場
http://www.nikkoyumoto

-vc.com

0288-62-2321
(湯元ビジターセンター）
予約は当日受付のみ
0288-62-2461

(事務所）

5月～11月

（原則上記、
気候により

前後するため
要確認）

JR･東武日光駅から
「湯元温泉」の

バスに乗り
(約80分)、

「湯元温泉」で下車。
徒歩5分。

日光駅から車で47分
(32.7km)

銀山平公園
キャンプ場

https://kajikasou.info/camp/

0288-93-3420
（かじか荘）

4月1日
～

11月30日

JR･東武日光駅から
マイカーで45分。

(30.5km)

ニュー霧降キャンプ場
http://www.kirifuri-

camp.com/

0288-53-4728
(9：00～21：00)

4月下旬
～

11月下旬

【バンガロー】

JR･東武日光駅から
「霧降高原」行

または
「大笹牧場」行

バスに乗り(約10分)、
「鳴沢」で下車。

徒歩1分。

日光駅から車で10分
(5.6km)

【ログハウス】

【ウッディーハウス】

菖蒲ヶ浜キャンプ場
http://www.shoubugaham

a.co.jp/

【5～10月の予約受付】
0288-55-0227

【オフシーズン　管理事務所】
0288-55-0158

（9～4時、平日のみ）

４月下旬
～

10月下旬

【管理事務所】
8：00～16：00

【売店】
8：00～19：00

【バンガロー】

JR･東武日光駅から
「湯元温泉」行の

バスに乗り
(約60分)、

「菖蒲遊覧船発着所」で
下車。

徒歩5分。

日光駅から車で37分
(24.4km)

6人用(冷蔵庫･水道付)

【ログキャビン】

※バンガローとログキャビンには1人1泊
200円の施設使用料が加算

※下記のキャンプ場情報につきましては、頻繁に予告なしに変更される場合がございますので、
    ご利用される方は、必ず事前に各お問い合わせ先にてご確認ください。

バンガロー 交通

湯元ビジターセンターで
薪、カップ麺の販売あり

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.24   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【10. キャンプ場】 P.24

■スポーツ･レジャー情報
＜ キャンプ場 ＞

施設名 開設期間 テント

【持込テント】 【オートキャンプサイト】

1サイト 1泊

2,600円

(12/1～3月中）1,500円 【キャンピングカーサイト】

別途施設使用料

1人200円

【キャビン】

4人用： 19,300円

24,500円

8人用： 31,700円
≪売店取扱品≫7～22時

・キャンプ用品（薪、炭等）

・菓子、調味料、カップ麺等

（酒類の販売は休止中） 【デイキャンプ】11:00～16:00
・レンタル用品（机・調理器具等） 1区画（6名まで） 2,500円
・シャワー、コインランドリーあり 　　　※7名以上は区画を追加必要

料金は税別 料金は税別

◎場所代 【ログハウス各種】

テント(タープ)1張・1泊 平日５名まで 33,000円～

4ｍ以下　2,200円 １人増えるごとに 　 4,400円
4ｍ以上　4,400円 ペット1匹 2,200円

【屋根付きサイト】 16,500円～

特大：　1泊　8.800円  1～5人
大：　1泊　6,600円

【ミニハウス】 11,000円～

 1～3人

◎宿泊料金（1名1泊） 【デイキャンプ】

中学生以上大人 場所代

1,650円 中学生以上大人 1,650円

3才～小学生 1,100円 3才～小学生 1,100円

3才以下 　   　　　無料 3才以下 無料

ペット1匹　　　1,100円 ペット1匹 1,100円

※キャンピングカーはテントと同料金

◎持込テント ◎オートキャンプサイト(30区画）

フリー：1泊1張 区画サイト：1泊1区画

　　　　2500円（税込） 　　　6000円(税込)

　　　AC電源付き

※売店・レンタルなし 水洗トイレ・温水シャワー（有料）

だいや川公園
オートキャンプ場
https://nikko-

daiyagawapark.jp/

0288-23-0201

電話受付時間　8:30～20:00
（冬期12月1日～3月14日

8:30～17:00）

日光霧降高原大笹牧場
オートキャンプ場

https://www.nikko-
ozasa.jp/activity/play/autoc

amp

0288-97-1116
(大笹牧場レストハウス)

※随時受付

4月末～
10月末

チェックイン：
当日13：00

チェックアウト：
翌日11：00

日光駅から車で30分
(19.5km)

以上、別途施設使用料
1人　200円

日光・まなかの森
キャンプ＆スパリゾート
https://www.nikko-

manakanomori.com/

0288-21-7748

https://www.nikko-
manakanomori.com/

通年
（年末年始休

み）

日光駅から車で15分
(6.5km)

≪売店あり≫

バンガロー 交通

１サイト１泊4,800円（※2,600円）

1サイト1泊5,000円（※3,000円）　

4人用（バリアフリー）：

露天風呂：車で15分
日光黒部温泉「元湯四季の湯」

【ミニハウス(大)】

※土日祝割増

※冬期割引あり

上今市駅から
徒歩20分

もしくは

東武日光駅から
徒歩40分

車で7分
(5.3km)

定休日
12月29日～

1月1日

28日はデイ
キャンプのみ

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.25   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【11. 電車・バス】 P.25

■交通情報

＜ 電車 ＞

　JR東日本　JR　（2022年3月25日　現在） TEL 050-2016-1600

区間 大人 子供

宇都宮～日光 770円 380円 おとな　12歳～ (小学生はこども料金)

東京～日光 2,640円 1,320円 こども　6～12歳 （入学前は幼児）

横浜～日光 3,410円 1,700円 ※幼児・乳児は、大人1人につき2人まで無料

　東武鉄道 TEL 0288-54-0137

●東武鉄道お得なきっぷ (2022年4月1日 改訂）

・販売所 東武線全駅（ただし下今市～東武日光・新藤原間、無人駅、委託駅を除く）、

浅草駅旅行センター、東武トップツアーズ、JTB、近畿日本ツーリスト、JR東海ツアーズ、日本旅行各支店

・有効日数 それぞれ4日間有効

・鉄道フリー区間 下今市駅～東武日光駅及び新藤原駅は乗降自由。（※鬼怒川を含む場合、湯西川温泉駅まで乗降自由）

種類 大人（4月～11月） 大人（12月～3月） 子供（4月～11月） 子供（12月～3月）

6,320円 5,790円 3,180円 2,900円

5,860円 5,360円 2,940円 2,680円

4,680円 4,270円 2,360円 2,140円

4,810円 4,390円 2,420円 2,200円

4,390円 4,000円 2,200円 2,010円

3,220円 2,930円 1,620円 1,460円

4,830円 4,640円 2,430円 2,320円

4,580円 4,380円 2,310円 2,190円

3,150円 3,060円 1,600円 1,540円

●東武鉄道お得なきっぷ(デジタルフリーパス)

・販売所 NIKKO MaaS チケット購入ページ　(https://www.tobu-maas.jp/)

　(入手方法） NIKKO MaaSはスマートフォン専用サイトです。

お得なデジタルチケット（交通・観光）をいつでも、どこでも購入可能！

ご自宅でも、移動中でもお買い求めいただけます。

・有効日数 ・日光世界遺産デジタルフリーパス （2日間有効）

・鬼怒川温泉デジタルフリーパス （2日間有効）

・中禅寺・奥日光デジタルフリーパス （4日間有効） ※季節によって、料金が異なります。

・湯西川温泉デジタルフリーパス （4日間有効） ※季節によって、料金が異なります。

・鉄道フリー区間 下今市駅～東武日光駅及び新藤原駅は乗降自由。（※湯西川温泉パスは、湯西川温泉駅まで乗降自由）

種類

種類 大人（4/23～11/30） 大人（12/1～4/22） 子供（4/23～11/30） 子供（12/1～4/22）

4,500円 4,120円 2,210円 2,060円

4,000円 3,610円 1,960円 1,810円

3,190円 2,780円 1,560円 1,390円

種類 大人（4/1～11/30） 大人（12/1～3/31） 子供（4/1～11/30） 子供（12/1～3/31）

4,500円 4,350円 2,260円 2,180円

3,930円 3,760円 1,980円 1,890円

3.020円 2,810円 1,520円 1,410円

乗車駅

「まるごと
日光・鬼怒川」

浅草～鐘ヶ淵

明神(最低価格)

「まるごと日光」

浅草～竹ノ塚／小村井～亀戸

明神(最低価格)

北春日部～和戸・杉戸高野台

北春日部～和戸・杉戸高野台

「まるごと
鬼怒川」

浅草～竹ノ塚／小村井～亀戸

明神（最低価格）

大宮～大和田

乗車駅

日光世界遺産

浅草

特急列車（JR新宿駅～日光・鬼怒川）
4,080円

（乗車券+特急券）
2,040円

（乗車券+特急券）

鬼怒川温泉～東武日光 320円 160円

特急スペーシア料金（浅草～日光） 1,050円～1,470円
（曜日・時間によって異なる）

530円～740円
（曜日・時間によって異なる）

南栗橋

明神(最低価格)

大人 子供

1,130円

830円

350円

2,500円

1,810円

700円

1,260円

910円

360円

2,500円

1,900円

940円

区間 大人 子供

浅草～東武日光 1,390円 700円

特急リバティ料金（浅草～日光） 1,470円 740円

明神(最低価格)

鬼怒川温泉

浅草～竹ノ塚／小村井～亀戸

大宮～大和田

明神（最低価格）

湯西川温泉

浅草

南栗橋

明神(最低価格)

乗車駅

乗車駅

中禅寺・奥日光

浅草

南栗橋

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.26   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【11. 電車・バス】 P.26

　わたらせ渓谷鐵道　 TEL 0277-73-2110

https://watetsu.com/

大人 子供

1,130円 570円

●トロッコ列車 ※要事前予約、整理券をお持ちでないと、ご利用できない。

※整理券は運転日の1ヶ月前より販売、満席になり次第販売終了。

・販売場所 相老駅・大間々駅・通洞駅の各駅、JR東日本みどりの窓口・びゅうプラザ（前日までの発売）、

JTB各支店、東武トップツアーズ各支店（前々日までの発売です。）

東武日光駅・鬼怒川温泉駅のツーリストセンター 
　　（トロッコわっしー2号・4号・6号とトロッコわたらせ渓谷4号の整理券のみ発売）

・整理券料金（わっしー号・わたらせ渓谷号 共通）

大人 子供 ※中学生以上は大人、

520円 260円 小学生は子供料金

「トロッコわっしー号」運行期間：2022年4月1日～2022年11月29日（土日祝を中心に119日間予定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年12月4日～2023年3月31日（1往復運転 日祝を中心に24日間予定）

「トロッコわたらせ渓谷号」　運行期間：2022年4月2日～11月23日（土日祝を中心に55日間予定）

2022年6・7・9月は、トロッコわたらせ渓谷号は運行しません。

間藤　⇒　桐生

1号      9:30 発 → 11:08 着 2号    11:31 発 → 13:18 着

5号    13:35 発 → 15:19 着 6号    15:30 発 → 17:01 着

3号 10:54 発 → 12:27 着 4号  13:57 発 → 15:37 着

間藤　⇒　桐生

 3号     10:31 発 → 12:29 着 4号    13:57 発 → 15:47着

大間々 ⇒ 足尾 足尾 ⇒ 大間々

    桐生  ⇒　 間藤

大間々～足尾

    桐生  ⇒　 間藤

区間

桐生～間藤

区間

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://watetsu.com/


P.27   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【11. 電車・バス】 P.27

＜バス＞

　日光市営バス　　 （令和4年3月12日改訂） TEL　0288-21-5151（生活安全課交通対策係）

https://www.city.nikko.lg.jp/seikatsuanzen/guide/seikatsu/bus/index.html

●足尾行き 1日に6往復運転にて運行

（JR日光駅発 ①7：22　②9：35　③13：00　④16:00　⑤17：25　⑥19：05）※東武は+1分

※JR日光駅は大和交通前1Cバス停、東武日光駅は日産レンタカー付近③バス停より発車。

間藤駅まで 足尾駅まで 通洞駅まで

所要時間 36分 48分 51分  ※市営バスの支払は現金のみ。

料金 1,150 円 1,150 円 1,200 円  　足尾路線のみPayPayにも対応

　関東自動車 https://www.kantobus.co.jp/ TEL　028-633-3482（関東自動車やなせ営業所）

●乗り場 【JR宇都宮駅⇒日光東照宮】　バス乗り場（8番線） 行先番号（56)

【日光東照宮⇒JR宇都宮駅】　安川町バス停周辺(日の丸向かい側付近) 行先番号(01)
●料金 宇都宮～日光駅　1,250円　　 約1時間20分

宇都宮～日光東照宮　1,310円 ※支払は、現金、totra、Suicaなど

　東武バス　(2022年4月1日改訂） TEL 0288-54-1138

https://www.tobu-bus.com/pc/area/nikkou.html

※支払は、現金、PASMO、Suicaなど

●料金(抜粋) 始点 JR乗り場 東武乗り場 料金

1A・1B・1C 2A・2B・2C 220円

1A・1C 2A・2C 350円

1A・1C 2A・2C 410円

1A 2A・2C 1,250円

1A 2A 1,600円

1A 2A 1,700円

1A 2A 1,800円

1A 2A 1,900円

1A 2A 1,950円

1C 2D 310円

1C 2D 380円

1C 2D 850円

1B 2B 300円

1B 2B 350円

890円

1000円

320円

●お得なフリーパス（区間内は乗り降り自由） ※当日のみの販売　※冬期特別割引あり（対象施設に宿泊の場合に限る）

3,500円

2,300円

1,500円

600円

●日光鬼怒川線(日光軌道バス)（※東武鉄道SL・DL大樹運行日の土・日・祝日のみ運行、運休日あり、要確認）

日光⇒鬼怒川 大猷院・二荒山神社前 神橋 東武日光駅２D

① 9:30 9:34 9:40

② 12:45 12:49 12:55

③ 15:45 15:49 15:55

鬼怒川⇒日光 鬼怒川温泉駅 東武日光駅２C 神橋

① 10:45 11:17 11:21

② 14:20 14:52 14:56

③ 16:45 17:16

大猷院・二荒山神社前

11:24

14:59

湯元温泉まで（2日間有効）

13:25

16:25

料金

鬼怒川温泉～東武日光駅まで　大人 600円／小児 300円

東武日光駅～大猷院まで　大人 350円／小児 180円

鬼怒川温泉～大猷院まで　大人 800円／小児 400円

料金

大猷院～東武日光駅まで　大人 350円／小児 180円

東武日光駅～鬼怒川温泉まで　大人 600円／小児 300円

大猷院～鬼怒川温泉まで　大人 800円／小児 400円

☆世界遺産めぐり手形

☆中禅寺温泉フリーパス 中禅寺温泉まで（2日間有効）

☆霧降高原フリーパス ※冬季運休 霧降高原まで（2日間有効）

二社一寺付近まで（当日のみ有効）

鬼怒川温泉駅

10:10

中禅寺～（湯元温泉行） 湯元温泉

光徳入口～（湯元温泉行） 湯元温泉

・販売所：東武日光駅構内東武ツーリストセンター・JR日光駅みどりの窓口

☆湯元温泉フリーパス

世界遺産めぐり（大猷院・二荒山神社前）

中禅寺～（光徳経由湯元温泉行） 光徳温泉・日光アストリアホテル

赤沼

光徳入口

光徳温泉

湯元温泉

日光霧降スケートセンター

霧降ノ滝

行き先

東武日光駅前
（2A・2B・2C・

2D）

JR日光駅前
（1A・1B・1C)

神橋

西参道入口

日光植物園

中禅寺温泉

竜頭の滝

霧降高原

世界遺産めぐり（表参道まで）

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.city.nikko.lg.jp/seikatsuanzen/guide/seikatsu/bus/index.html
https://www.kantobus.co.jp/
https://www.tobu-bus.com/pc/area/nikkou.html


P.28   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【11. 電車・バス】 P.28

●日光定期観光バス　　※当面の間全便運休中 2022.9月現在

・発売所 東武日光駅・鬼怒川温泉駅ツーリストセンター、東武トップツアーズ、JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行、

JR東日本びゅうプラザ等全国主要の旅行会社窓口など

　　　「日光満喫１日コース」

・コース

・運休日 ※当面の間運休

乗車地 降車地 大人 小児

東武日光 東武日光 7,600円 4,300円

東武日光 鬼怒川温泉

鬼怒川温泉 東武日光

鬼怒川温泉 鬼怒川温泉 8,200円 4,600円

　「午後から世界遺産満喫半日コース」

・コース

・運休日 ※当面の間運休

料金 大人　3,000円 小児　1,490円 ※申込みは前日の16：00まで

　低公害ハイブリッドバス　　 TEL　0288-55-0880

https://www.nikko-nsm.co.jp/bus.html

●運行期間 4月下旬～11月下旬 ※2022年度は、4/23～11/30まで運行

●料金 大人(中学生以上) 子供(6～12歳)

500円 250円 ※1回の乗車の料金、バス停以外で下りることも可能。

　しおや交通　 TEL　0287-46-0011

https://www.city.nikko.lg.jp/seikatsuanzen/guide/seikatsu/bus/index.html

●女夫渕行き 1日に5往復運転にて運行

（鬼怒川温泉駅発　①7：35　②10：15　③13：25　④15：50）　※⑤18:05発は青柳車庫前まで

※鬼怒川温泉駅バスターミナル　交番近くの1番バス停より発車。

・料金 鬼怒川温泉駅～女夫渕駐車場まで1時間35分、1,570円

　日光交通　　 https://www.nikko-kotsu.co.jp/localbus/ TEL　0288-55-0880

1日に6往復運転にて運行

　（鬼怒川温泉駅発 ①8：35　②9:40　③12:00  ④13:15  ⑤15:15  ⑥16:45）

※鬼怒川温泉駅バスターミナル　2番バス停より発車。

料金
（現金のみ）

鬼怒川温泉駅～湯西川温泉（終点）まで55分、1,800円

●鬼怒川ホテル循環バス(ダイヤルバス)　テーマパーク経由二社一寺直行便（※土・日・祝日のみ運行）
(日光交通ダイヤル営業所)　TEL 0288-77-2685

鬼怒川⇒日光 各ホテル・旅館 東武
ワールドスクウェア

二社一寺
（西参道茶屋付近）

時刻 9:30 9:40 10:20

大人 400円 1000円

小人 200円 500円

日光⇒鬼怒川 二社一寺
（西参道茶屋付近）

東武日光駅
（2E付近）

テーマパーク
（日光江戸村・花いちも
んめ・とりっくあーとぴあ・

日光さる軍団等）

東武
ワールドスクウェア

鬼怒川温泉駅

時刻 10:40 10:50 11:10 11:20 11:30

600円

300円

800円

400円

大人

テーマパーク
（日光江戸村・花いちもんめ・

とりっくあーとぴあ・日光さる軍団等）

9:50

600円

300円

料金
(現金のみ) 小人

料金
(現金のみ)

●湯西川行き

鬼怒川温泉駅（9：15発）→東武日光駅（10：00発）→神橋→二荒山神社中宮祠→中禅寺立木観音→中禅寺金谷ホテル

（昼食）→華厳の滝→西参道（東照宮・輪王寺・二荒山神社）→東武日光駅（16：45着予定）→鬼怒川温泉駅（17：25着予定）

7,900円 4,450円

西参道（14：10までに東武観光センター日光店に集合）→二社一寺（東照宮・輪王寺・二荒山神社）→鬼怒川温泉17：25着

料金
※拝観料・昼食込

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/

https://www.nikko-nsm.co.jp/bus.html
https://www.city.nikko.lg.jp/seikatsuanzen/guide/seikatsu/bus/index.html
https://www.nikko-kotsu.co.jp/localbus/


P.29   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【11. 電車・バス】 P.29

　高速バス

運行会社 電話番号 料金 乗り場

福島空港
乗り合いタクシー

※詳細は右記に要確認

福島空港構内
タクシー協議会

日光市は、
鬼怒川タクシー
（０２８８-77-

0033)

定期観光バス
のりば ２E
-----------
東京駅八重洲南
口、下今市駅（降車専

用）、東武日光
駅、東武WS、鬼
怒川温泉駅

0248-72-9009
平日

（9：00-17：00）
片道 6,100円

鬼怒川温泉駅・
鬼怒川公園駅・
JR日光駅・JR今
市駅・JR下野大
沢駅・JR文挟駅・
日光市役所（日
光・藤原・足尾・
栗山）・宇都宮駅
等

①16：00発

東京駅⇒日光

①7：50発

宇都宮駅チサン
ホテル前

①4：25発～⑪15：50発

成田空港⇒宇都宮

①7：45発～⑫22：10発

日光⇒成田空港

※当面の間運休

日光・鬼怒川温
泉号

日光～東京駅
（3時間）

日光⇒東京駅

東北急行バス
03-3529-0321
（9：30-18：00）

片道 2,500円
往復 4,000円

大人 4,800円
小人 2,400円

JR日光駅前団体
集合場所前

マロニエ号バス停

①14:42発

成田空港⇒日光

①8：50発 ②11：05発 ③14：35

※一部のみ
運行開始

　 HP要確認！
2022,9月現在

マロニエ号

宇都宮～成田
（2時間30分）

日光～成田
（3時間50分）

宇都宮⇒成田空港

関東自動車
株式会社

028-638-1730

大人 4,３00円
小人 2,１50円

区間

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.30   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【12. 駐車場・道路】 P.30

＜ 駐車場　日光地区 ＞

営業時間

東武日光駅
営業時間内

24ｈ

24ｈ

24ｈ

24ｈ

8：00～
16：30

8～17時

*9～16時
(11～3月)

8:30～
1８:00

24ｈ

ー

ー ー

１日1回５００円
※入庫後15分無料

(59台）
ー ー

１日1回５００円
タイムズのB（予約制:5台）

１日1回５００円（23台）
現金・クレジット・電子マネー・QR

1回 1,500円
(繁忙期2,000円）

1回 2,500円
(繁忙期3,000円

ー

１時間２００円
（駐車後24Hまで

最大５００円)
※入庫後３０分無料

(33台）

ー ー

事前受付

0288-25-5715

 mekke日光郷土センター

１日１回
1,500円

1日1回730円
タイムズのB
（予約制）

ー

駐車場

0120-77-8924
 タイムズサービス（株）

-
駐車不可

状況により普通車
500円で受入

0288-54-0137 ー

１日1回５００円

1日１回300円
特急列車利用時

（１３台）

ー

0120-77-8924
 タイムズサービス（株）

0288-５3-3795
日光観光課

↑↓※繁忙期：4月第４土曜日～5月第２日曜日、8月第１土曜日～11月第３日曜日

24ｈ

入庫
9:00

～１７：００

ー

0288-50-1200

小杉放菴記念日光美術館

または

0288-53-3795

日光観光課

1回 350円
(繁忙期500円）

1回 700円
(繁忙期1,000円）

(60台）

1回 1,500円
(繁忙期2,000円）

1回 2,500円
(繁忙期3,000円

（3台）

１日1回５００円
タイムズのB（予約制）

マイクロ 大型

1回 350円
(繁忙期500円）

1回 700円
(繁忙期1,000円）

(第１： ７3台)
(第２：140台）

TEL 二輪 普通

0120-77-8924
 タイムズサービス（株）

ー

0120-77-8924
 タイムズサービス（株）

ー現金精算区画
0288-25-5715

mekke日光郷土センター
にて受付

EV急速:550円/回
EV通常：100円/回

（充電中に限り、駐車料金は無料）

ー

24ｈ
1日600円
(200台）

1日1,200円
※要問合せ

(基本平日のみ)

1日2,000円
※要問合せ

(基本平日のみ)

ー 無料

-

8～16時
*8～15時
(11～3月)

5,000円
※要問合せ

1日300円
1日500円
(100台)

2時間 1,500円

-

0288-54-0535 1日300円
1日700円
(100台）

3,000円
（3時間迄）

4,000円
（3時間迄）

0288-54-0531

5,000円
※要問合せ

0288-53-6767 2時間 150円
2時間 300円

（超えると
150円/時間）

0288-54-0560 1日400円

東武日光駅有料駐車場
空き区画に駐車し、駅窓口にて駐車料金をお支
払い下さい。その際、駐車した区画の番号と車両

ナンバーをお知らせください。

タイムズ日光市日光御幸町
第１駐車場

（日光郷土センター利用の方は
15分無料)

郷土センター臨時駐車場

　タイムズ日光駅前

市営 西参道駐車場(第１・第２）

市営　神橋駐車場
（小杉放庵記念日光美術館駐車場）

※美術館利用で２時間程度まで無料
※冬期無料（閑散期のみ）日程は問合せ

東照宮駐車場

輪王寺第１駐車場

輪王寺第２駐車場

日光二荒山神社駐車場

日光田母沢御用邸記念公園
駐車場

※火曜休み（繁忙期は火曜も営業。
電話にて確認した方が◎）

霧降（霧降ノ滝）駐車場

タイムズ日光市日光御幸町
第２駐車場

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.31   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【12. 駐車場・道路】 P.31

＜ 駐車場　奥日光（中禅寺湖・湯元温泉）地区 ＞

営業時間

ロープウェイ
営業時間内

24ｈ

24ｈ

24ｈ

24ｈ

7～17時
*8～16時
(12-3月)

24ｈ

9～17時

＜ 有料道路 ＞

普通 マイクロ 大型

1回 100円
1回 320円
(218台)

1回 2,230円

0288-55-1292 ー
1回 320円

(58台)
ー

3,000円

0288-55-0660 1回 100円
1回 320円

(62台)
1回 2,230円

(19台)

0288-55-0331 １台　500円　（ロープウェイ往復利用者には無料駐車券お渡し）

(普通車57台、タクシー1台、障害者用1台、バス2台）

0288-62-2461
（日光自然財団

日光支部）

1回200円
1回500円

(51台)
1回1,000円

1回2,000円
(15台）

1,000円 2,000円

0288-55-0660 1回 100円
1回 320円
（１３８台）

1回 2,230円

日光宇都宮道路 0288-32-2325

（5～11月） (12～4月)

軽自動車 2,520円 420円 470円 310円

車両

東北自動車道
（NEXCO東日本お客さまセンター）

0570-024-024
03-5308-2424

区間 浦和本線～宇都宮 宇都宮～日光

3,700円 420円 470円 310円 360円

普通車 3,110円 420円

大型車 5,030円 620円 690円 460円 530円

マイクロバス・中型車

宇都宮～清滝 宇都宮～日光 宇都宮～清滝

360円

特大車（8ｔ以上/定員30人以上） 8,270円 1,450円 1,630円 1,080円

TEL 二輪

470円

1,260円

310円 360円

ー
無料

(30台）

ー
無料

（普通車7台程度）
- -

0288-55-1292

明智平ロープウェイ駐車場

明智平無料駐車場

(県営)湖畔第１駐車場

(県営)湖畔第２駐車場

(県営)華厳第１駐車場

(県営)華厳第２駐車場

(県営)湯滝落口園地駐車場

湯滝駐車場（滝壺）

※12月上旬～4月上旬は無料にて開放、
積雪により閉鎖の場合もあり

湯元スキー場駐車場
（休暇村日光湯元前）

※スキー場の営業日（土日祝）以外は無料
（スキー場：12月下旬～3月末までの営業）

駐車場

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.32   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【13. タクシー・レンタカー】 P.32

＜ タクシー ＞

※料金は目安です。 ※渋滞状況などにより若干料金が異なります。

＜ 観光ハイヤー（貸切） ＞ ※施設入場料・有料道路の料金は別途発生。

※料金は、各社の各プランにより料金が異なります。

＜ レンタカー ＞

日産レンタカー内

トヨタレンタリース 0288-50-1800

ニコニコレンタカー 0288-53-1566

会社名 電話番号

ニッポンレンタカー 0288-54-0821

日産レンタカー 0288-50-1523

JR 駅レンタカー 0288-53-0938

三英自動車 0288-54-1130

4時間コース 27,040円

6時間コース 40,560円

会社名 電話番号

日光交通 0288-54-1188

中央交通 0288-54-2138

大和交通 0288-54-1515

区間 料金

JR／東武日光駅～
(日光地域）

西参道（山内） 1,200円

中禅寺温泉 8,000円

竜頭ノ滝（菖蒲ガ浜） 10,000円

光徳・湯元温泉

大笹牧場 9,000円

12,500円

霧降ノ滝（つつじが丘） 1,500円

キスゲ平（霧降高原）

足尾観光タクシー（足尾内） 0288-93-2222

4,500円

東武ワールドスクウェア 6,000円

鬼怒川温泉駅（小百経由） 8,000円

江戸ワンダーランド

2.5時間コース 16,900円

日光霧降スケートセンター 1,300円

5,000円
JR／東武日光駅～

(鬼怒川地域）

コース内容（東武ツーリスト販売価格を参照） 料金

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/



P.33   日光地区アラカルト料金表

※新型コロナウイルス感染症対策の為に、予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

【14. その他】 P.33

＜ インフォメーション ＞

◆銀行

◆郵便局

◆外貨両替

◆インターナショナルATM（キャッシング）

◆日光エリアの病院

内科・外科・小児科

内科・アレルギー科

内科・外科・整形外科

内科・皮膚科・整形外科

内科

内科

内科・皮膚科・形成外科

内科・外科　※16歳以下の診療不可

内科・神経内科・外科・整形外科・泌尿器科・歯科

内科・外科・皮膚科・泌尿器科・呼吸器内科　など

0288-50-1192
0288-50-3111
0288-93-2011
0288-76-1515

内科・外科・整形外科・小児科・眼科・皮膚科
耳鼻咽喉科・総合診療科・神経内科・泌尿器科

0288-54-0218
0288-63-3061

日光野口病院
足尾双愛病院
獨協医療センター　※2023年1月 移転予定

岡医院
小来川診療所

いちいクリニック

小泉内科クリニック
小西医院
藤原医院

平日：8:45～18:00　土・日・休：9:00～17:00

日光市立奥日光診療所 0288-55-0501

0288-50-1188

0288-53-3555
0288-54-0924
0288-54-1035

平日：8:00～21:00　土・日・祝：9:00～21:00

日光市民病院
https://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/nikko/html/

日光駅前郵便局 ゆうちょATM 平日：9:00～17:30　土・日・休：9:00～17:00
日光本町郵便局 ゆうちょATM 平日：9:00～17:30　土：9:00～12:30　日・休：なし
中禅寺郵便局 ゆうちょATM

平日：8:45～19:00　土・日・休：9:00～17:00日光郵便局 ゆうちょATM
足利銀行日光支店 セブン銀行ATM

ファミリーマート　日光瀬川店 イーネットATM

ファミリーマート　日光清瀧店 イーネットATM

ローソン　日光東照宮前店 ローソン銀行

栃木銀行日光支店 0288-54-2155

日光郵便局 0288-54-1815

セブンイレブン　日光インター店 セブン銀行ATM

営業中のみ。不定休。12か国の紙幣対応

東武日光駅構内 セブン銀行ATM

基本24時間営業（一部深夜の非稼働時間帯あり）

東光物産(東武日光駅前) 外貨両替機

ローソン　日光清瀧バイパス店 ローソン銀行

ローソン　日光所野店 ローソン銀行

セブンイレブン　日光七里店 セブン銀行ATM

ファミリーマート　日光松原店 ゆうちょATM

足利銀行日光支店 0288-54-2121 ※セブン銀行ATMあり

足利銀行足尾支店(日光支店内） 0288-54-2121 日光市足尾町通洞8-2（庁舎内）　ATMのみ

日光駅前郵便局 0288-54-1812
日光本町郵便局 0288-54-1811
中禅寺郵便局 0288-55-0426

(一社)日光市観光協会

   TEL:0288-22-1525 http://www.nikko-kankou.org/


