
参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

1 日光東照宮　五重塔
五重塔心柱拝観料割引
大人　300円→200円
小人　200円→150円

なし 8:00-15:30 ５４－０５６０ 日光市山内2301

2
日光山輪王寺

宝物殿・逍遥園

拝観料割引
大人　300円→270円
※但し、小人は割引無し

10/10・ 12/13・
12/14・2/14

8:00-15:30
（閉館16:00）

５４－０５３１ 日光市山内2300

3
日光山輪王寺

逍遥園ライトアップ
大人　500円→450円

※但し、小人は無料
なし

※11/9～11/11は
16:00-21:00

※11/12～11/15は
16:00-20:00

５４－０５３１ 日光市山内2300

4
日光山輪王寺

大猷院ライトアップ
大人　550円→500円
小人　250円→200円

開催日は以下の日程
11/9～11/11・
3/22～3/24・
3/29～3/31

16:30-20:00
（最終受付
19:30）

５４－０５３１ 日光市山内2300

5 日光二荒山神社　神橋 渡橋拝観券割引
大人　300円→270円

なし 　9:00-15:00 ５４－０５３５ 日光市上鉢石町

6 小杉放菴記念日光美術館
入館料の割引

一　般　720円→640円
大学生　510円→460円

月曜日
（祝日の場合翌日休

館）
9:30-17:00 ５０－１２００ 日光市山内2388-3

＊7 日光田母沢御用邸記念公園
個人でも団体割引

大　人　510円→410円
小学生　250円→200円

火曜日
12/29～1/1

9:00-16:30 ５３－６７６７ 日光市本町8-27 〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

8 1日キモノレンタル　うたかた
レンタルご利用の方に

和小物プレゼント
なし

10:00-17:30
（予約は9時より）

５３－６４６５ 日光市中鉢石町918

9 日光ぐりーんほてる懐かし家風和里

日帰り温泉入浴割引
大人　850円→750円

（タオルなし）
不定休 15:00-19:00 ５４－２００２ 日光市本町9-19 〇

*10 日光星の宿
昼食のお客様は

日帰り入浴500円を200円で提
供

不定休 11:30-13:30 ５４－１１０５ 日光市上鉢石町1115 〇

11 やしおの湯

入場料割引
大　人　510円→450円
小学生　250円→190円

　65才以上 340円→320円
※市外の方は割引入浴

木曜日
年末・年始

10:00-21:00
（最終受付
20:30）

５３－６６１１
日光市清滝

和の代町1726-
4

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

*10 日光星の宿
宿泊のお客様に

館内利用券500円進呈
不定休 15:00-翌10:00 ５４－１１０５ 日光市上鉢石町1115 〇

12 アネックスタートルほとり庵
宿泊されたお客様
朝食200円引き

なし ５３－３６６３ 日光市匠町8-23 ○

13 タートル・イン・日光 宿泊されたお客様
朝食200円引き

なし ５３－３６６３ 日光市匠町8-23 ○

*14
日光金谷ホテル

クラフトラウンジ
本館1階クラフトラウンジ

5％割引
なし 9:30-17:00 ５４－０００７ 日光市上鉢石町1300

15 ホテルファミテック日光駅前
ホテル予約者に限り

ミネラルウォーター1本プレゼ
ント

不定休 15:00-23:00 ２５－７７７２
日光市松原町

263-1
〇

遊ぶ

泊まる

お電話の際は、市外局番（0288）を忘れずにお掛けください。日光エリア

日光・足尾ライトアップ観光手形 サービス一覧

見る



参加施設　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

*14
日光金谷ホテル

クラフトラウンジ
本館1階クラフトラウンジ

5％割引
なし 9:30-17:00 ５４－０００７ 日光市上鉢石町1300

16 あさやレストハウス
御食事利用の方に

日光銘菓1個プレゼント
なし 10:00-16:30 ５４－０６０５ 日光市上鉢石町1111 〇

17 味の店　二幸
1000円以上の飲食で

100円のサービス
水曜日

11:00-20:00
(休み14:00-

17:00)
５３－０２５３ 日光市御幸町577

18 手打ちそば　魚要 お食事の方に粗品サービス 不定休 11:00-15:00 ５４－０３３３ 日光市御幸町593

19 お食事処　山楽 お食事のお客様に
葉山椒アイスサービス

水曜日 10:30-16:00 ５４－０２９２ 日光市安川町10-19 〇

20 かんまんの茶屋 コーヒーが50円引き
水曜日

（冬季不定休）
11:30-16:30 ５４－０７１３ 日光市匠町8-33

21 食堂すずき 御食事ご利用の方に
ソフトドリンクサービス

水曜日
（月1回不定休）

11:30-15:00
17:30-21:00

５４－０６６２ 日光市御幸町581-2

22
Sotto　Voce

（そっと・ぼーちぇ）
店内ご利用の方に

クッキー１枚プレゼント
日曜日のみ営業 7:00-19:00 ５４－１６２４ 日光市松原町262

23
日光さかえや

揚げゆばまんじゅう本舗
揚げゆばまんじゅう５ヶ以上お

買上げで１ヶサービス
不定休 9:30-18:00 ５４－１５２８ 日光市松原町10-1

24 日光翠園
1,000円以上のお食事をした方

に
お土産中国茶プレゼント

水曜日
昼11:00-14:30
夜17:00-20:30

５４－２８１９ 日光市安川町6-42

25 日光茶屋 こうじ甘酒　100円引き なし 9:00-16:00 ５３－２２０７ 日光市松原町２５３

26 日光ゆば遊膳 箱膳ご注文のお客様
5％割引

水曜日
(冬季臨時休業日有り)

11:30-15:00 ５３－０３５３ 日光市安川町1-22 〇

*27 NIKKO・NASUのラスク屋さん
500円（税込）以上のお買上で

8％OFF

不定休
（季節により変動

有）
10:00-17:30 ２５－５１３８

日光市上鉢石町
1039

〇

*28 にほんかし雲ＩＺＵ　日光店
500円（税込）以上のお買上で

8％OFF

不定休
（季節により変動

有）
10:00-17:30 ２５－５１５８

日光市上鉢石町
1018

〇

*29 湯沢屋茶寮 湯沢屋セット注文に付き
練羊羹一切サービス

不定休 10:00-16:00 ５４－００３８ 日光市下鉢石町946

30 ゆばそば　もみぢ庵 お一人様1,000円以上お買上で
1割引き

不定休 11:30-14:30 ５４－２１４５ 日光市安川町5-8

31 ゆば亭ますだや 御食事利用の方に粗品進呈
木曜日

（冬季不定休）
11:00-14:30 ５４－２１５１ 日光市石屋町439-2 〇

*32 旭屋本店
麺類注文のお客様に

トッピング1品サービス
（チャーシュー除く）

不定休 11:30-15:00 ５４－０６７４ 日光市松原町10-2 〇

*33 御土産　御食事　きしの
湯波定食注文された方に

お茶うけに日光甚五郎煎餅サー
ビス

不定休
（店舗改装のため

2/4から１ヶ月休）
9:00-16:00 ５４－０９７４ 日光市山内2281-3 〇

*34 本家やまびこ オール10％割引致します。
なし

（冬季不定休）
9:00-17:00 ５３－１５５６ 日光市安川町10-8 ○

*35 レストセンター福助 食事代・お買い物より
10％OFF

不定休 9:00-17:00 ５４－２１０５ 日光市安川町4-22

36 焼麺　晃のや ご注文いただいたお客様に
トッピング1品サービス

不定休 11:00-18:00 ２５－７９７９ 日光市御幸町588

37
nikko dining AO(アオ)

営業は12/8～
お食事の方

ワンドリンクサービス
火曜日

（変動あり）
11:00-23:00 ２５－６６９８ 日光市御幸町608-1 ○

日光エリア食べる
お電話の際は、市外局番（0288）を忘れずにお掛けください。



参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

*7 日光田母沢御用邸記念公園
個人でも団体割引

大　人　510円→410円
小学生　250円→200円

火曜日
12/29～1/1

9:00-16:30 ５３－６７６７ 日光市本町8-27 〇

*22
日光金谷ホテル

クラフトラウンジ
本館1階クラフトラウンジ

5％割引
なし 9:30-17:00 ５４－０００７ 日光市上鉢石町1300

*27 NIKKO・NASUのラスク屋さん
500円（税込）以上のお買上で

8％OFF

不定休
（季節により変動

有）
10:00-17:30 ２５－５１３８

日光市上鉢石町
1039

〇

*28 にほんかし雲ＩＺＵ　日光店
500円（税込）以上のお買上で

8％OFF

不定休
（季節により変動

有）
10:00-17:30 ２５－５１５８

日光市上鉢石町
1018

〇

*29 湯沢屋茶寮 湯沢屋セット注文に付き
練羊羹一切サービス

不定休 10:00-16:00 ５４－００３８ 日光市下鉢石町946

*32 旭屋本店
麺類注文のお客様に

トッピング1品サービス
（チャーシュー除く）

不定休 11:30-15:00 ５４－０６７４ 日光市松原町10-2 〇

*33 御土産　御食事　きしの
湯波定食注文された方に

お茶うけに日光甚五郎煎餅サー
ビス

不定休
（店舗改装のため

2/4から１ヶ月休）
9:00-16:00 ５４－０９７４ 日光市山内2281-3 〇

*35 レストセンター福助 食事代・お買い物より
10％OFF

不定休 9:00-17:00 ５４－２１０５ 日光市安川町4-22

*34 本家やまびこ オール10％割引致します。
なし

（冬季不定休）
9:00-17:00 ５３－１５５６ 日光市安川町10-8 ○

38 冨士屋観光センター 土産品　１割引き 無し 8:00-17:00 ５４－０２７２ 日光市安川町4-9

39 一筆龍晄秋家 お買上の代金の５％OFF
（送料は除く）

木曜日
（祝日の場合営業）

10:00-18:00 ５３－４３１１ 日光市下鉢石町804

40 綜合衣料品すずき 店内商品全品
８％～10％引き

木曜日 9:00-18:30 ５４－０３５８ 日光市下鉢石町987-1 〇

41 日光カステラ本舗本店 カステラ　10％割引 なし 9:00-17:00 ５３－６１７１ 日光市本町1-8

42 日光遊印しの 3500円以上のお買い上げで
印泥プレゼント

不定休 10:00-17:00 0287-63-2211 日光市松原町10-10

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

41 御幸町第1・第2駐車場
駐車料金

無料サービス
なし 8:00-17:00 ５３－３７９５日光市御幸町521-1

42 日産レンタカー栃木
レンタカー利用料金より

1000円の値引き

なし
(年末年始で時間短縮

有)

8:00-19:00
(12/31～3/31は

9:00-17:30)
５０－１５２３ 日光市松原町1-7 〇

日光エリア
買う

その他

お電話の際は、市外局番（0288）を忘れずにお掛けください。



参加施設　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

1 日光山中禅寺立木観音
拝観料　10％割引

大　　人　500円→450円
小中学生　200円→180円

なし

11月・3月
8:00-16:00
12月～2月

8:30-15:30

５５－００１３ 日光市中宮祠2578

2 日光二荒山神社　宝物館
宝物館入場料割引

大人　500円→400円
小人  250円→200円

なし 9:00-16:00 ５５－００１７ 日光市中宮祠2484 〇

3 栃木県立日光自然博物館
個人でも団体割引料金で入館

大人　510円→400円
小人　250円→200円

月曜日
（祝日の場合は翌

日）
10:00-16:00 ５５－０８８０ 日光市中宮祠2480-1 〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

4 明智平ロープウェイ
ロープウェイ乗車料金割引
　大人　730円→660円
　子供　370円→340円

3/1～3/15 9:00-15:00 ５５－０３３１ 日光市細尾町深沢709 〇

5 奥日光森のホテル 日帰り温泉入浴
大人1100円→750円

貸切の場合
日帰り入浴休館

15:00-20:00 ６２－２３３８ 日光市湯元2551

*6 湖畔の宿　湯の家 日帰り入浴無料 不定休
11:00-15:00
(日帰り入浴）

６２－２４３１ 日光市湯元2512

7 日光アストリアホテル
日帰り温泉入浴200円引き

　1,000円→800円
(団体貸切時、制限する場合有）

なし 12:30-16:30 ５５－０５８５ 日光市光徳温泉

参加施設　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

*6 湖畔の宿　湯の家
ご宿泊のお客様に
手形を無料で贈呈

不定休 ６２－２４３１ 日光市湯元2512

8 中禅寺金谷ホテル 夕食時ワンドリンクサービス なし ５１－０００１ 日光市中宮祠2482

9 紫雲荘 夕食時特製食前酒サービス 不定休 15:00-10:00 ６２－２５２８ 日光市湯元2541-1 〇

10
日光中禅寺湖温泉

ホテル花庵
夕食時ワンドリンク付

（他のプランとの併用不可）
なし ５１－０１０５ 日光市中宮祠2480

11 ホテル湖上苑 夕食時ワンドリンク付 冬季間　不定休 14:00-翌10:00 ５５－０５００ 日光市中宮祠2478

12 ホテル花の季
ミネラルウォーター（500ml）

一人１本
ウェルカムフルーツをご用意します

なし ６２－２４２６ 日光市湯元2549-4

13 湯守釜屋
夕食時ドリンク１本付

（ビール・お酒・ソフトドリン
ク）より

なし ６２－２１４１ 日光市湯元2548 〇

奥日光エリア
見る

遊ぶ

泊まる

お電話の際は、市外局番（0288）を忘れずにお掛けください。



参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

14 なんたい
御食事ご利用の方に

ソフトドリンクサービス
木曜日

（不定休有）
11:30-15:00 ５５－０２０１ 日光市中宮祠2478-8 〇

15 桝屋　味処
１０００円以上の飲食で

１０％引き
不定休 11:00-15:00 ５５－０２２５ 日光市中宮祠2482

16 レストラン　シェ・ホシノ

  スパゲティランチ
                     1300円→1000円
  ハンバーグランチ
                     1600円→1300円
  インド式チキンカレーランチ
　　　　　　   1600円→1300円

木曜日
（不定休有）

11:30-20:00 ５５－０２１２ 日光市中宮祠2478

17 レストラン　メープル
ランチセットご注文のお客様に
飲み物おかわり1回サービス

不定休 10:00-16:00 ５５－０７１３ 日光市中宮祠2482

*18
レストラン日光・

ホテル湖上苑陶器部
食事・お買いもの　10％OFF 冬季間　不定休 9:30-16:00 ５５－０２３２ 日光市中宮祠2479

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

*18
レストラン日光・

ホテル湖上苑陶器部
食事・お買いもの　10％OFF 冬季間　不定休 9:30-16:00 ５５－０２３２ 日光市中宮祠2479

19 龍頭之茶屋
おみやげ2000円以上お買上で
茶屋名物施無畏（せむい）団子

１皿サービス
不定休 9:30-16:00 ５５－０１５７日光市中宮祠24８５ 〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

1 霧降高原レストハウス 霧降高原のポストカード
（8枚組 500円相当）進呈

なし
(年末年始休館

 1/1早朝開館）

9:00-17:00
（11月末まで）

9:00-16:00
（12月以降）

５３－５３３７ 日光市所野１５３１ 〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

2 日光霧降スケートセンター

滑走料の割引
一般　1,540円→1,380円
小人（４歳～中学生以下）

　820円→  740円

なし 9:30-16:00 ５４－２４０１ 日光市所野2854

3 グラススタジオポンテ 吹きガラス体験　５％オフ
毎週火曜日
第４水曜日

（臨時休業有）
9:00-17:00 ５４－１６８８

日光市所野
1541-1499

〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

4 ペンションレスカル 自家製クッキープレゼント
（１予約に付１個）

不定休 16:00-翌10:00 ５３－０２００
日光市所野

1541-2558

奥日光エリア

霧降エリア

食べる

買う

見る

遊ぶ

泊まる

お電話の際は、市外局番（0288）を忘れずにお掛けください。



参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

1
日光市立

足尾環境学習センター

有料入場者に
水晶または鉱石プレゼント

（※先着100名様）

11月30日まで開館
（12月～3月休館）

9:30-16:00 ９３－２５２５
日光市足尾町

885-2

2 足尾歴史館 有料入館者に
ハガキセット進呈

月曜日
11月31日まで開館
（12月～3月休館）

10:00-16:00 ９３－０１８９
日光市足尾町
松原2825

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

3 足尾銅山観光 入抗者に庚申草マグネットを
プレゼント

なし 9:00-17:00 93-3240 足尾町通洞9-2

*4 水沼駅温泉センター
入館料20％オフ

大人　600円→480円
小人　400円→320円

不定休 10:30-19:00 0277-96-2500
群馬県桐生市
黒保根町水沼

120-1
〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

5 国民宿舎　かじか荘
宿泊者に

温泉の素２５ｇ（1回分）
プレゼント

なし ９３－３４２０
日光市足尾町

5488
〇

参加施設　　 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

*4 水沼駅温泉センター
入浴＋食事

　1600円→1100円
　1200円→800円

不定休 10:30-19:00 0277-96-2500
群馬県桐生市
黒保根町水沼

120-1
〇

6 列車のレストラン清流 620円以上の食事で
ソフトドリンク１杯サービス

12月～3月は月曜日
（祝日の場合翌日）

11:00-16:30 0277-97-3681
群馬県みどり市

東町神戸８８６－
１

〇

参加施設 特典＆サービス 定休日 営業時間 電話番号 住所 手形販売

1
小来川ライトアップ

2018

本部テント模擬店メニューより
どれでも１品無料

または　円光寺限定御朱印
手形一つにつき１つ無料

11/16・17 18：00～21：00 ６３－３１１１
日光市中小来川

2785-2
〇

＊印のある施設は、リスト上に重複しています。ジャンルによってはサービスや特典の内容が変わることがあります。

更新日２０１８．１１．２１

小来川エリア

足尾エリア
見る

遊ぶ

泊まる

食べる

見る

お電話の際は、市外局番（0288）を忘れずにお掛けください。


