
                             2022年 10月 7日 

日光市・日光市観光協会 

この度、栃木県日光市及び日光市観光協会は、日光市の紅葉見ごろのピーク情報を発

表いたします。 

栃木県日光市は、標高差があることから、9月

下旬～11月までの長い期間、場所を変えて紅葉

が見られます。今年は気候の影響で例年に比べ、

全体的に 1週間～10日程遅い色づきが予想され

ています。 

日光東照宮のある世界遺産付近の紅葉のピー

クは、11 月 5 日（土）～11 月 13 日（日）の見

込みです。また、紅葉狩りを最もおすすめする

週末の日程は、世界遺産「日光の社寺」や、中禅

寺湖、いろは坂、華厳の滝、そしてライトアップ

など多くの有名紅葉スポットのピークが重なる

10月 29日（土）からです。 

紅葉のライトアップも奥日光や世界遺産「日

光の社寺」で行われ、10 月 29 日（土）～11 月

20日（日）までは、日本三名爆の一つである「華

厳ノ滝」をはじめとする中禅寺湖畔の人気観光

スポットをリレー方式でライトアップする「ラ

イトアップ奥日光」が、11月 3日（木・祝）～

5日（土）までは、世界遺産「日光の社寺」で「ラ

イトアップ日光」が開催されます。 

 

 

 

 

 

日光市内の紅葉ピークを発表！ 

今年は約1週間遅め 
 

竜頭ノ滝は10月中旬が見ごろに。 

日光東照宮付近の紅葉のピークは11月上旬の見込み。 

週末の紅葉狩りは10月下旬からがおすすめ！ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

日光市役所 観光経済部 観光課  0288-21-5196 

（一社）日光市観光協会         0288-22-1525 



「Route.N #06 秋の現実逃避ルート」編（15秒） 

（https://youtu.be/4fHaxr5dCSA） 

（https://new-nikko.jp/route_n/06）   

  

「NEW DAY, NEW LIGHT.秋」編（60秒） 

（https://youtu.be/zMzehtx7Yho） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fHaxr5dCSA
https://new-nikko.jp/route_n/06
https://youtu.be/zMzehtx7Yho


 

日光市内の紅葉見ごろ場所 見ごろの時期（現在の見込み） 

奥日光エリア 紅葉情報と参考情報 

■戦場ヶ原・小田代原  

 

10月 1日（土）～10月 10日（月・祝）頃 

・小田代原の草紅葉（くさもみじ）は例年 9 月下旬がピークです

が、今年は 1 週間程遅めの 10 月初旬から見ごろとなっていま

す。朝はフォトジェニックなスポットとして有名で、この時期は初

霜が降り、幻想的な光景が見られます。カラマツの黄葉は 

11月上旬が見頃。（写真は、台風など大雨が降った際にできる

幻の小田代湖の写真） 

※低公害バスが運行、紅葉を楽しめます。 

■竜頭ノ滝        

 

10月 11日（火）～10月 21日（金） 

奥日光の三名瀑のひとつ、紅葉の名所。 

上流は 10 月上旬から見ごろとなります。今年は、気温の影響

で例年より 10日ほど遅い見ごろと予想されています。 

■湯元（湯ノ湖・湯滝）  

 

10月 11日（火）～10月 21日（金） 

・湯ノ湖は標高 1478ｍにできた堰き止め湖。周囲 3ｋｍの湖

は、１時間でまわることができ、ハイキングコースとしても楽し

めます。 

・「湯滝」は奥日光三名瀑のひとつです。 

■中禅寺湖・いろは坂・華厳ノ滝 10月 15日（土）～10月 31日（月） 

・中禅寺湖は木々の種類が多い八丁出島が紅葉スポットとし

て人気。遊覧船で紅葉クルーズもできます。いろは坂は車中

からでも山裾に広がる紅葉を楽しむことができ、標高差もある

ので紅葉前線が下りていく眺めも絶景。途中の黒髪平・明智

平からは関東平野までも見渡せる大パノラマが堪能できます。 

■霧降高原 

六方沢橋 

 

 

10月 22日（土）～11月 4日（金） 

・霧降高原と大笹牧場を結ぶ六方沢の紅葉も一見の価値あり

です。六方沢は、標高 1,434ｍもある六方沢橋から、鮮やかな

紅葉と遠方の筑波山を見られます。ハイキングも人気です。 

■日光二社一寺 

（日光東照宮・輪王寺・二荒山神社） 

11月 5日（土）～11月 13日（日） 

・紅葉に合わせライトアップイベントも開催されます。 

 



足尾エリア  

■足尾（わたらせ渓谷鐵道沿線、庚申山） 

 

10月 22日（土）～11月 19日（土） 

・わたらせ渓谷鉄道から眺める鮮やかな紅葉の景色は絶景

で、このエリアの見頃は 11 月上旬から。窓のないトロッコ列車

からは渡良瀬川の清らかな流れと風が心地よいです。 

・庚申山はモミジ、カエデ・ナナカマドなど鮮やかな木々の葉の

配色で山肌が隠されるほど。庚申七滝は 10月中旬から。 

鬼怒川・川治エリア  

■日塩もみじライン 

 

10月 11日（火）～11月 11日（金） 

・鬼怒川・川治と塩原温泉を結ぶ 28.5ｋｍの道路。四季折々の

景 5 色を楽しめるも紅葉の季節は圧巻。途中の「白滝」もお勧

め。富士見台の展望台からは女峰山や霧降高原など日光の

景色を眺望でき、絶景ドライブを楽しめ那須へ抜ければ‘紅葉

ゴンドラ’「ハンターマウンテン」にも足を伸ばせます。 

（ピークは 10月 30日～11月 3日頃です。） 

■龍王峡         

 

10月 22日（土）～11月 13日（日） 

・鬼怒川・川治随一の景勝地として有名です。 

むささび橋、虹見橋が絶景ポイントで鮮やかな紅葉を眺めるこ

とが可能です。 

（ピークは 11月上旬です。） 

 

■鬼怒川温泉 

新高徳・中岩付近→ 

10月 29日（土）～11月 19日（土） 

・紅葉を見ながらのラフティング、川沿いを歩くシャワーウォー

クなどのアクティビティも充実。広域にわたり長い期間紅葉を

楽しめます。 

・SL 大樹（たいじゅ）からは新高徳・中岩付近が紅葉の人気ス

ポット。ＳＬに乗って鬼怒川の紅葉を散策へ！ 

■川治温泉 

 

10月 22日（土）～11月 12日（土） 

・SL 大樹（たいじゅ）からは新高徳・中岩付近が紅葉の人気ス

ポット。ＳＬに乗って鬼怒川の紅葉を散策へ！ 

湯西川・川俣・奥鬼怒エリア  

■瀬戸合峡 

 

 

 

 

 

 

 

10月 22日（土）～11月 4日（金） 

・川俣ダムの下流約 2㎞に広がる渓谷。 

 谷間にかかる「渡らっしゃい吊り橋」からの景色は最高！ 

 「渡らっしゃい吊り橋」 開放時間：9：00～16：00 



■湯西川温泉 

 

10月 22日（土）～11月 4日（金） 

・平家落人伝説が残る「湯西川温泉」。温泉街の中には、平家

の人々の生活様式を再現した施設「平家の里」があります。昔

ながらの雰囲気で散策には最適です。 

今市エリア  

■日光だいや川公園 

 

11月 3日（木・祝）～11月 18日（金）  

・イロハモミジやヤマモミジは赤色に、イヌシデやコナラは黄色

に色づき、美しいグラデーションが楽しめます。池、アスレチッ

ク付近など園内各所で美しい紅葉が堪能できます。 

※紅葉予測ですので、今後の天候次第では見ごろが変化いたします。最新の紅葉情報については、

日光市観光協会公式 HP「日光旅ナビ」の新着情報でお知らせしております。（毎週水曜日更新予定） 

日光旅ナビ：http://www.nikko-kankou.org/ 

 

NIKKO NEWS ＆ TOPICS  

■月あかり花回廊 第１３章 

月あかり花回廊は、「月あかりの下で自然と人のやさしさに出逢う」をコンセプトに、自然や人と

のふれあいを大切にした“あかり”のイベントです。 

自然豊かな鬼怒川温泉郷を、和傘のライトアップや生け花・アート作品など、さまざまな“あかり”

で演出し、あたたかなおもてなしで当地へお越しの皆さまをお迎えします。 

○開催日時／2022年 9月 23日（金）～11月 30日（水） 

◆鬼怒川公園ライトアップ（9月 23日～10月 10日） 

和傘と明かりを使用して鬼怒川公園森のエリアを装飾します。 

◆まちなか月あかり（9月 23日～11月 30日） 

 鬼怒川・川治温泉観光情報センターや鬼怒川温泉駅、鬼怒川温泉内協力宿泊施設において、月

あかり花回廊に因んだ和傘などの装飾を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



■ライトアップ奥日光！ 

日本三名瀑のうちの一つである「華厳ノ滝」をはじめとする日光国立公園内にある人気の観光スポ

ットを、下記期間中にリレー形式でライトアップするイベントです。中禅寺立木観音や二荒山神社中

宮祠の夜間特別参拝も実施しますので、ぜひ日光の夜のイベントに足をお運びください。  

〇開催日時／2022年 10月 29日（土）～11月 20日（日） 16：30～19：00 

〇湖畔イルミネーションは、2022年 10月 29日（土）～2023年３月 31日（金）まで実施、 

点灯時間は 16：30～21：00 

 

 

 

 

 

■ライトアップ日光 2022 

「ライトアップ日光 2022」が 11 月３日（木・祝）から５日（土）までの３日間行われ、秋の

夜長にたたずむ世界遺産「日光の社寺」をライトアップします。 

日光東照宮表門・五重塔、日光山輪王寺(大猷院（たいゆういん）表門、日光二荒山神社本社拝

殿・神橋・楼門などに照明がつけられると、世界遺産の建造物が秋の夜更けに浮かび上がり、静

寂の中に昼間とは違った幻想的な世界を演出します。 

ライトアップのほか、二荒山神社境内にて野外イベントやフードコートも開催します。 

※ライトアップ期間中、夜間（ライトアップの時間帯）の拝観はできません。 

〇開催日時／2022年 11月 3日（木・祝）～11月 5日（土） 18：00～21：00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■逍遥園ライトアップ （逍遙園入場料：500円） 

江戸時代に作られた代表的な日本庭園で、池を中心に周囲を歩きながら楽しめる池泉回遊式の庭

園である「逍遥園」がライトアップされます。 

他のライトアップとは一味違う淡い光の演出をどうぞご堪能ください。 

 ○開催日時／2022年 10月 28日（金）～10月 30日（日）17：00～20：00          

11月 3日（木）～11月 6日（日）、11日（金）～13日（日）16：00～20：00 

※3日～5日は、ライトアップ日光も開催（16：00～21：00） 

○開催場所／日光山輪王寺 逍遥園 

 

 

 

■「日光グリーンスローモビリティ」運行中 

世界遺産「日光の社寺」の西側（西町エリア）の観光スポットを、時速 20㎞未満の電動バスでめ

ぐることができます。安全で環境に優しい車でゆっくりと景色を楽しんでみませんか。 

運行場所：世界遺産地域～西町地域 

運行ルート：下記のとおり 

運行本数：１日８周 

運賃：１回１５０円（小学生８０円） 

※東武バス日光各種フリーパスでご乗車できます。 

 

 

 

 

 



■日光市内５エリアのミッションに挑戦！「極限への挑戦 in日光 PART2」 

～５つのミッションアドベンチャー！！～ 

〇開催期間    

シーズンⅠ（秋季）：2022年 10月 15日（土） 

～2022年 12月 14日（水） 

シーズンⅡ（冬季）：2022年 12月 15日（木） 

～2023年 2月 28日（火） 

 

〇内容 

日光市内５エリア（日光、足尾、鬼怒川・川治、湯西川・川俣・奥鬼怒、今市）の自然スポット 

 や屋外施設を対象として、各エリアならではのミッション（挑戦）を設けクリアしていただく周遊 

企画を、秋冬２回開催します。各挑戦内容のうち、３エリア以上踏破した参加者には、オリジナル

ノベルティをプレゼント！しかも、秋と冬では異なる記念品をご用意しています！ 

  また、ノベルティ配布時にお渡しする専用はがきにより、抽選で副賞として「日光市内で利用 

いただける 20,000円宿泊券」を秋冬合計 10名様に進呈します。 

 

 

 

 

 

※イベントの詳細情報については、日光市観光協会公式 HP「日光旅ナビ」をご確認ください。 

日光旅ナビ：http://www.nikko-kankou.org/ 

 


