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一般社団法人 日光市観光協会

新宿・
浅草から 約2時間新宿・
浅草から 約2時間
日光へのアクセスは直通運転で
便利な東武鉄道・JR東日本で

男鹿川沿いの広大な園地に約2千株のミズバショ
ウが咲き誇ります。
問合せ : 上三依水生植物園 (Tel.0288-79-0377)
アクセス : 野岩鉄道上三依塩原温泉口駅下車徒歩10分

春爛漫！日光春爛漫！日光春爛漫！日光春爛漫！日光

山並みをおおうように咲くヤシオツツジで山一面が
ピンク色に染まります。
問合せ : 日光市観光協会(Tel.0288-22-1525)
アクセス : 東武鬼怒川温泉駅から市営バス女夫渕温泉行40分「日蔭」下車、
トレッキング100分

竜蔵寺の境内にある樹齢100年を越える柔らかな紫
が美しいフジです。
問合せ : 日光市観光協会 (Tel.0288-22-1525)
アクセス : JR下野大沢駅から市営バス今市車庫行15分「大沢交差点」下車、
徒歩10分

[ 鬼怒川・川治 ] 上三依水生植物園のミズバショウ[鬼怒川・川治 ] 上三依水生植物園のミズバショウ

[湯西川・川俣・奥鬼怒 ] 月山のヤシオツツジ[湯西川・川俣・奥鬼怒 ] 月山のヤシオツツジ

[今市 ] 大沢竜蔵寺の六尺藤[今市 ] 大沢竜蔵寺の六尺藤

一般社団法人

〒321-1271　日光市並木町3-4
Tel.0288-22-1525 / Fax.0288-25-3347

日光市松原町4-3
日光市観光協会 東武日光駅構内観光案内所

日光市御幸町591
日光支部（日光郷土センター観光案内所）

日光市足尾町松原6-3
足尾観光案内所

世界遺産のまち“日光”のご案内は…

【東武・JR線相互乗り入れをご利用の場合】

【JR線（東北新幹線）をご利用の場合】

【東武日光線をご利用の場合】

JR新宿駅 JR池袋駅 JR大宮駅JR浦和駅 東武日光駅

浦和IC 宇都宮IC 清滝IC日光IC 中禅寺湖・湯元方面
足 尾

6分 19分 7分 88分

浅草駅 とうきょうスカイツリー駅 春日部駅北千住駅 東武日光駅3分 10分 22分 74分

【東武日光駅からのバス】
東武日光駅 総合会館前 中禅寺温泉西参道

通洞駅前足尾駅前

湯元温泉6分 1分 38分 30分

43分 3分

【わたらせ渓谷鐵道をご利用の場合】

羽田空港
成田空港

東京駅 宇都宮駅 JR日光駅40分
60分

50分
やまびこ JR日光線

【都心方面からバス・マイカーをご利用の場合】

【群馬・信州方面からバス・マイカーをご利用の場合】
前橋 IC 沼田 IC 湯元温泉

高崎JCT 伊勢崎 IC 足尾 日光

45分

盛岡駅 仙台駅 宇都宮駅 JR日光駅76分 88分

98ｋｍ

7ｋｍ 国道120号

2 5ｋｍ 6ｋｍ 12ｋｍ
18ｋｍ

やまびこ

国道122号

やまびこ

東北自動車道 日光宇都宮道路

世界遺産日光の社寺

世界遺産日光の社寺

日光宇都宮道路 一般道

JR日光線

45分

24ｋｍ
国道122号
3 5ｋｍ

北関東自動車道
15ｋｍ

関越自動車道
34ｋｍ

国道120号・金精峠（金精峠は冬季閉鎖）
63ｋｍ

桐生駅 大間々駅 通洞駅 東武日光駅13分 67分
市営バス

51分
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★首都圏より送迎バス (往復／お一人様 1,000円 )

※入湯税150円別途
※4/1～消費税別途

源泉かけ流し 日光温泉のお宿 やすらぎのネットワーク

日光グリーンホテルズ

カジュアルホテルカジュアルホテル

日光、昔、懐かし、ふるさとの宿

日光、自然、自由、空間

Tel.0288-54-2002
〒321-1415 栃木県日光市本町9-19
http://www.nikko-fuwari.com

Tel.0288-50-3070
〒321-1435 栃木県日光市花石町1825-3
http://www.n-garden-hotel.com

やすらぎの宿やすらぎの宿

当店は、二社一寺 ( 東照宮・二荒山神社・輪王寺 )
が鎮座する山内地区に位置します。寺社への参拝
に、歴史の散策に、鬱蒼とした杉木立の森林浴に、
便利な中継基地としてどうぞご利用下さい。

おかげさまで創業 140 周年

♪気分はアーティスト♪たった20分でマイグラスができちゃう!!
♪吹きガラス体験  　約20分　3,000円 (税抜き)から
♪サンドブラスト体験  　約90分　1,500円 (税抜き)から
♪ショップでは個性豊かなオリジナルガラスを販売。

緑豊かな自然に囲まれた
奥日光森のホテルは、
大きな癒しの力に包まれる
素敵な空間です。

殿方大浴場にジェットバス新設しました。

老舗暖簾のおもてなし

欧州浪漫館 シェ・ホシノ欧州浪漫館 シェ・ホシノ
欧州の別荘文化を継承する新日光キュイジーヌ

Tel.050-5870-2461 / 0288-55-0212
住所 /栃木県日光市中宮祠 2478    定休日 / 木曜日
営業時間 /ディナー 18:00 ～ 20:00 (L.O.20:00)
ランチ＆カフェ 11:00 ～ 15:00 (L.O.15:00)



日光春の伝統行事・イベント日光春の伝統行事・イベント
湯巡りスタンプラリー 12/1(日) ～ 3/31(月)

日光東照宮・陽明門の壁画特別公開 11/27(水) ～

湯元温泉

二社一寺

星あかり(星空観察)ツアー 3/1・8・15・22・29(土)

ウィンターフェスティバル 3/15(土)・16(日)

開山会 4/1(火) 11:00～

強飯式 4/2(水) 11:00～,14:00～

家光公御祥忌法要 4/20(日)

足尾まつり 5/3(土)

4/24(木)菅笠日限地蔵尊大縁日

弥生祭 4/13(日) ～ 17日(木)二社一寺

二社一寺

足      尾

男体山開山祭 5/5(月・祝)

延年の舞 5/17(土)

日光東照宮春季例大祭 神事流鏑馬 5/17(土)

5/28(水)荒沢不動尊縁日 裏見ノ滝

二社一寺

5/18(日) 日光東照宮春季例大祭 百物揃千人武者行列

湯元温泉

湯元温泉

二社一寺

二社一寺

浄 光 寺

中 禅 寺

二社一寺

二社一寺

二社一寺

3月31日(月)までに湯元温泉内の参加施設へご宿泊の
方限定で、無料にて3ヶ所のご入浴をお楽しみいただ
けます。
問合せ：奥日光湯元温泉旅館協同組合 Tel.0288-62-2570

湯巡りスタンプラリー
12/1(日)～3/31(月)

参加

湯元温泉20:00出発(集合：旅館組合前
19:45)観測場所へは各宿泊施設が交代
で送迎いたします。
問合せ：奥日光湯元温泉旅館協同組合 
Tel.0288-62-2570

星あかり(星空観察)ツアー
3/1・8・15・22・29(土) 参加

観る

日光東照宮・陽明門で「平成の大修理」が進む中、東西の側面に
描かれた壁画の一般公開が開始されました。壁画はこれまで羽目
板で覆われており、特に西側の「松と巣ごもりの鶴」の壁画は、
２１７年ぶりに確認されたもので、今回初めて一般公開される事
となりました。今後も、壁画の修復・保存作業も含めて、数年間は
公開される予定ですが、修復作業終了後、壁画の上に羽目板が取り付けられる
と、次に大修理が行われる約５０年後まで見ることができなくなってしまうの
で、大変貴重な公開期間となります。この機会にぜひご覧ください。
問合せ：日光東照宮 Tel.0288-54-0560

日光東照宮・陽明門の壁画
一般公開開始

参加

【スキー&スノーボード大会】
・  9:00 ～ 13:00 <15日(土)>
【親子で宝探し&そりレース】
・13:00 ～ 15:30 <16日(日)>
沢山の賞が全員にありますので、多数のご参加をお待ち
しております。問合せ：奥日光湯元温泉旅館協同組合 Tel.0288-62-2570

ウィンターフェスティバル
3/15(土)・16(日)

観る

開山会は勝道上人の命日に
おこなわれる法要で、座
像が安置されている開山
堂で開祖勝道上人の遺徳
をしのんで行っている。
問合せ：日光山輪王寺
Tel.0288-54-0531

開山会 4/1(火) 11:00～

強飯式
4/2(水) 第1座11:00～、第2座14:00～
※各座の最後に縁喜がらまきあります。

観る

強飯式は日光山だけに伝わる儀式で江戸期には、
徳川将軍の名代や全国の大名も「わが藩の名誉」
として強飯頂戴人に名を連ねた。
祈祷料：3,000円
授与物：福杓子祈祷札、福米
問合せ：日光山輪王寺 Tel.0288-54-0531

弥生祭 4/13(日) ～ 17(木)
家体繰り出し：4/16(水)・17(木)

観る

神護景雲年間に始まるといわれる伝統ある
例大祭で、その昔は陰暦3月におこなわれ
たので弥生祭と呼ばれている。明治6年に
太陽暦に改まったとき、祭日を現在のよう
に変えたといわれている。この祭は、昔か
ら「ごた祭り」とも呼ばれ、いずれも古いし
きたりを重んじ、格式通りに万事を進める祭

で、ひとつまちがうと町内単位の『ごた=トラブ
ル』になるため、大老から若者まで全神経を働かせますが、何か
支障があった場合には、祭の進行がストップし予定通りにならな
いこともあります。問合せ：日光二荒山神社 Tel.0288-54-0535

観る
問合せ：日光山輪王寺 Tel.0288-54-0531
家光公御祥忌法要 4/20(日)

問合せ：浄光寺 Tel.0288-54-1589
菅笠日限地蔵尊大縁日 4/24(木)観る

観る
問合せ：日光山輪王寺 Tel.0288-54-0531
延年の舞 5/17(土)

問合せ：興雲律院 Tel.0288-54-0260
荒沢不動尊縁日 5/28(水)観る

日光東照宮春季例大祭
百物揃千人武者行列
日時: 5/18(日)  二荒山神社➡御旅所➡東照宮
11:00 / 二荒山神社境内進発、12:00 / 御旅所祭、
13:00 / 御旅所進発

観る

徳川家康公の神霊を駿府久能山から日光へ改葬した行
列を再現したもので、春と秋の2回行われます。三品
立七十五膳と称する神饌を供え「八乙女の舞」「東遊び
の舞」の二つの舞が奉納される「御旅所祭」が行われる。
問合せ：日光東照宮 Tel.0288-54-0560

◆午前の部／渡御 11:00～12:00
【特別席 (最前列 )1席 1,200円】※渡御のみ
【一般席 1席 1,000円】

◆午後の部／還御 13:00～14:00
【一般席 1席 1,000円】

※前売りは、4 月中旬開始予定。※当日券は、8:00 より会場にて受付開始。
※内容は変更になる場合があります。

特別
企画

日光東照宮春季例大祭
神事流鏑馬
5/17(土) 13:00～ 東照宮表参道
流鏑馬神事は、おそよ900年前朝廷の護衛にあたった
武人等によって行われていました。鎌倉時代に、源頼
朝卿が鶴岡八幡宮の神前に奉納し、この時代盛んとな
り8代将軍吉宗公が復興に努められました。
問合せ：日光東照宮 Tel.0288-54-0560

観る

日光田母沢御用邸記念公園御用邸ガイドサービス
4月～11月中の毎週土・日曜日開催
専属スタッフが旧御用邸内を見学コースに沿って詳しくご案内（個人利用者
限定サービス）開催時間：第１回目/10:30～　 第２回目/14:30～
参加料：通常の入園料が必要(ガイド自体は無料)各回とも約１時間程度開催。定員はおおむね20名様。

※伝統行事・イベント等の日程は、天候等の理由により主催者の判断で、告知なく変更もしくは中止とさせて頂くことがあります。

日光オプショナルツアー日光オプショナルツアーバスで行くゆったり快適な半日観光

ナ チ ュ ラ ル パ ー ク ツ ア ー  ( 運 行 期 間 ： 通 年 、 当 日 申 込 可 )
〈パート1〉奥日光の大自然をリーズナブルな料金で半日観光‼（一日２回運行）
参加料金：大人2,900円・子供1,450円 (～ 3/31) / 大人3,200円・子供1,600円 (4/1～)
見学場所：いろは坂➡明智平➡中禅寺湖ボートハウス➡竜頭ノ滝➡立木観音➡華厳ノ滝➡方等ノ滝・般若ノ滝

※但し、冬期間(12/1～3/31)のパート1はコースが変更になります。

〈パート2〉あまり知らないもうひとつの日光をリーズナブルな料金で半日観光（ガイド付）
参加料金：大人1,900円・子供950円 (～ 3/31) / 大人2,200円・子供1,100円 (4/1～)
見学場所：憾満ヶ淵・化け地蔵➡開山堂➡滝尾神社➡霧降ノ滝

早朝の日光を歩いて楽しむ

日 光 の 歴 史 散 策 ツ ア ー 
( 所 要 時 間 : 約 1 時 間 )
日光西町モーニング散歩　[4/1～9/30の毎週日・火・木・土曜日]
集合・出発：6時25分　集合場所：日光千姫物語前
参加料金：500円(ガイド・珈琲付)

歴史の山内朝のそぞろ歩き　[4/2～9/29の毎週月・水・金曜日]
集合・出発：6時30分　集合場所：神橋券売所前
参加料金：300円(ガイド付)

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

花 特に見られる場所 4月 5月 6月

アカヤシオ 二社一寺周辺・明智平尾根・
霧降ノ滝 4月中旬～5月中旬

アカヤシオ 庚申山・備前楯山 4月下旬～5月上旬

ヤマツツジ 霧降高原・竜頭ノ滝・
戦場ヶ原・庚申山

シロヤシオ(ゴヨウツツジ) 門前町・霧降高原・中禅寺湖畔・半月峠

アズマシャクナゲ 戦場ヶ原・中禅寺湖南岸・
湯ノ湖畔

シロヤシオ(ゴヨウツツジ) 庚申山

トウゴクミツバツツジ 霧降高原・中禅寺湖畔・
竜頭ノ滝・備前楯山

5月上旬～6月下旬

5月上旬～6月中旬

5月中旬～6月上旬

5月中旬～6月上旬

5月中旬～6月上旬

気象状況により開花時期が異なる場合があります。お出かけの際ご確認ください。

カタクリ 鳴虫山・いろは坂・霧降高原 4月上旬～5月中旬

足尾まつり
5/3(土)  8:00～14:00(予定)

観る
足尾銅山観光多目的広場を中心に、山車や
神輿が町内を練り歩きます。
（銅山を守る「山神社」へ奉納するために
執り行われた「山神祭」の伝統を受け継い
だまつりです。）問合せ：日光市観光協会
足尾案内所 Tel.0288-93-3417

春満開 !日光の桜スポット。心癒される春を感じてみませんか。
http://www.nikko-jp.org/sakura/

日光桜マップ

含満公園・
化地蔵の桜

輪王寺の
金剛桜

中禅寺湖畔
の桜

田母沢御用邸
記念公園の
しだれざくら

虚空蔵尊の
しだれざくら

高田家の
しだれざくら

岸野家の
しだれざくら

2014日光桜回遊～古の桜を眺めよう～
期間: 4月10日(木)～30日(水)
場所: 山内・鉢石町・御幸町エリア
期間中日光郷土センター裏側「市営御幸町駐車場」
を無料にてご利用いただけます。また、日光桜遊
会加盟店30店舗では、特別限定商品など様々な
サービスを実施し皆様をお待ち申し上げております。
「日光桜回遊チラシ」は東武日光駅構内観光案内所
・日光郷土センターおよび関連施設にて配布します。参加店舗章

男体山開山祭 5/5(月・祝) 観る
毎年５月５日、男体山の山開きの祭り
がおこなわれる。きびしい冬が過ぎ、
山にも緑がよみがえったのを喜ぶよう
な、明るく楽しい祭りである。この日、
初めて本殿わきの登拝門が開けられ、
社務所の許可を受けて頂上をめざ
すことになる。問合せ：日光二荒
山神社中宮祠 Tel.0288-55-0017

殿 (TONO)
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