参加人数の分散やアプリでの案内など、新型コロナウイルス対策にも配慮

２０２１年３月１６日

２０２１年３月２７日（土）・２８日（日）
「日光・鬼怒川 東武グループフリーデー」を実施します！
～鉄道・路線バス・一部東武グループ施設無料！協賛店舗で様々な特典も！～

東武鉄道株式会社
日 光 市 観 光 協 会
東武鉄道では、日光市観光協会と協力し、２０２１年３月２７日（土）・２８日（日）に「日光・鬼怒川
東武グループフリーデー」を実施します。
本イベントは日光・鬼怒川エリアの魅力発信と誘客を目的に昨年度初めて実施し、ご好評いただいたこと
から、昨年度に続き２回目の実施となります。本年は、新しい生活様式を踏まえ、事前申込み制（日光市外
在住者対象）としたほか、日光に加え鬼怒川までエリアを広げることで、密を避けるとともに、割引情報や
案内マップもアプリを活用することで非接触を図ります。
本イベントでは、事前に特設サイトにてお申込みいただいた方に無料で配布するイベント限定の「日光・
鬼怒川フリーパス」をご提示いただくと、東武日光駅及び鬼怒川温泉駅の改札窓口にて日光線 下今市～東武
日光駅と鬼怒川線 下今市～新藤原駅が乗り放題になる「日光・鬼怒川エリア鉄道乗り放題きっぷ」を
プレゼントするほか、日光・奥日光・鬼怒川エリアの路線バスや、明智平ロープウェイ等の東武グループの
施設が無料でご利用いただけます。また、協賛店舗での割引など、様々な特典も受けられます。
さらに、本イベント開催に合わせ、３月２６日（金）～４月２５日（日）には非接触のデジタルスタンプ
ラリー「早春の日光『ぐるっとデジラリー』」も実施します。
東武グループでは、引き続き地元地域などと連携し、グループ一丸となって日光・鬼怒川エリアの活性化
に努めてまいります。
概要は別紙のとおりです。

※一都三県における新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の実施期間が再延長された場合は中止または内
容を変更する場合がございます。

△日光・鬼怒川フリーパス（イメージ）
△今回無料になる東武グループ施設（例）
左：日光・奥日光エリアのバス（東武バス日光）
右：明智平ロープウェイ

＜別 紙＞
「日光・鬼怒川 東武グループフリーデー」について
１ 実 施 日

２０２１年３月２７日（土）・２８日（日）

２ 主

催

東武鉄道(株)

３ 共

催

(一社)日光市観光協会、東武バス日光(株)、日光交通(株)、東武興業(株)、
金谷ホテル(株)、東武ワールドスクウェア（株）、東武商事（株）、
(株)日光自然博物館、東武ステーションサービス(株)、東武トップツアーズ（株）

４ 内
容
事前に特設サイトよりお申込みいただいた方に無料で配布するイベント限定の「日光・鬼怒川フリーパ
ス」をご提示いただくと、日光・鬼怒川エリアで様々な特典がご利用いただけます。
※日光市外にお住まいの方限定
※本フリーパス使用に伴う乗車券、旅行会社発行の企画券等の払い戻し不可（未使用のものを除く）
※当日のみ有効
【配布日時】実施日の 8:30～11:00 及び 11:00～17:00
【配布場所】東武日光駅 構内観光案内所
鬼怒川温泉駅前 鬼怒川・川治温泉観光情報センター
【有効期限】当日のみ有効
【人
数】各日 400 名様限定（8:30～11:00…250 名、11:00～17:00…150 名）
【参加方法】①事前に特設サイトにある【申込フォーム】より必要事項（氏名、住所、メールアドレス
等）と参加希望日、希望受取場所・時間、希望枚数を選択し、申込み
※特設サイト https://www.tobu.co.jp/campaign/nikko-freeday2021/
②参加日当日、受付完了メール画面（またはコピー）を配布場所で提示し、「日光・鬼怒川
フリーパス」を受け取る。
※お申込みは先着順となります。
※各実施日につきおひとり様２人分まで申込み可能ですが、パスはおひとり様１枚です。

△特設サイトから事前予約申込
（イメージ）

△申込フォームに必要事項を入力して送信
（イメージ）

【特典一覧】
①日光・鬼怒川エリア鉄道乗り放題きっぷ 無料
＜配布日時＞実施日の 8:30～17:00
＜配布場所＞東武日光駅・鬼怒川温泉駅改札窓口
＜有効期限＞当日のみ有効
＜対象区間＞日光線
下今市～東武日光駅間
鬼怒川線 下今市～新藤原駅間
※別途、ＳＬ座席指定券・特急券のご購入でＳＬ大樹・特急にも
ご乗車いただけます。
※おひとり様１枚限り有効

△当日予約完了メール画面を提示（イメージ）

△日光・鬼怒川エリア鉄道
乗り放題きっぷ

②TOBU POINT のアプリで「SL 大樹半額クーポン」プレゼント
TOBU POINT のアプリで「SL 大樹半額クーポン」を取得し、
「日光・鬼怒川フリーパス」とあわせて東武日光駅ツーリスト
センター又は鬼怒川温泉駅ツーリストセンターにて提示するこ
とで、当日の SL 座席指定券を半額で購入できます。
※１日 100 組限定、１クーポンあたり５名様まで
※SL 座席指定券に空席がある場合のみ購入可能
※TOBU POINT やアプリに関する詳細はこちらをご覧ください。
https://www.tobupoint.jp/
③日光・鬼怒川エリアの路線バス 無料
【対象区間】
〇東武バス日光(株)
路線バス全路線
※但し定期観光バス、高速バスは除く
〇日光交通(株)
江戸村線、仲町線、ホテル循環バス

△ＳＬ大樹
△TOBU POINT アプリ

△日光・奥日光エリアのバス
（東武バス日光）

④明智平ロープウェイ 無料
＜運行時間＞9:00～15:30
⑤日光湯元温泉スキー場 リフト無料
＜営業時間＞9:00～16:00
※スキーセットレンタルのご利用の方限定
※積雪状況により、リフトの運行が中止の場合があります。
※詳しくは、日光湯元温泉スキー場ＨＰをご覧ください。
⑥日光アストリアホテル 日帰り入浴無料
＜入浴時間＞12:30～16:00
※ランチ 11:30～14:00（L.O.13:30）をご利用の方、又は売店
「森の都」で 1,000 円以上ご利用の方限定

△明智平ロープウェイ

△日光湯元温泉スキー場

⑦中禅寺金谷ホテル ワンドリンク無料
＜営業時間＞12:00～14:00
※ダイニングレストランにてランチを利用の方限定
⑧日光金谷ホテル オリジナルボールペン又は除菌スプレープレゼント
＜営業時間＞11:30～14:30
※ダイニングレストランにてランチを利用の方限定

△露天風呂「森乃精」
（日光アストリアホテル）

⑨東武ワールドスクウェア 入園料割引 御朱印プレゼント
＜営業時間＞ 9:30～16:00
・入園料 200 円割引（大人・小人割引額は同額）
・縁結神社の御朱印をプレゼント
※紙でのご提供となります。
△東武ワールドスクウェア

⑩「売店 ACCESS」での割引
1,000 円ごとに 100 円割引
＜対象店舗＞ACCESS 下今市（上りホーム・下りホーム）・ACCESS 日光・ACCESS 鬼怒川温泉
＜営業時間＞下今市駅上りホーム 9:25～17:50
下今市駅下りホーム 9:10～ 9:35、12:40～13:00
東武日光駅
7:50～18:00
鬼怒川温泉駅
8:10～17:30

⑪西参道茶屋 各店舗サービス
＜営業時間＞10：00～17：00
〇日光ドラバタさん
どら焼きバターサンド「ドラバタさん」又はどら焼きジェラートサンド
「どらジェラさん」を３つ以上お買い上げの方にお好きな「ドラバタ
さん」又は「どらジェラさん」を 1 個プレゼント
〇茶寮 日りん
店内メニューご注文の方、日りんの和菓子「みはし」又は「ぎぼうし」を
1 個プレゼント
〇日光珈琲 西参道
500 円以上お買い上げの方にドリップバックコーヒーを 1 個プレゼント
〇Manten chicken grill nikko
満天チキン 100 円割引

△西参道茶屋

⑫日光自然博物館 入館料無料・オリジナルクリアファイルプレゼント
＜営業時間＞10:00～16:00
※閉館時間の 30 分前までにご入館ください。
⑬東武日光駅・鬼怒川温泉駅ツーリストセンターでの各種サービス
〇日光金谷ホテル「百年ライスカレー」＋ワンドリンクを特別価格で販売
＜予約場所＞東武日光駅ツーリストセンター
＜人

数＞各日５名様限定（先着順）

＜食事場所＞日光金谷ホテル２階「メインダイニングルーム」
＜特別価格＞大人・小人同額 1,000 円（通常 2,350 円）
＜申込方法＞東武日光駅ツーリストセンターにお越しいただくか、
電話にてお問い合わせください。

△百年ライスカレー（イメージ）

TEL 0288-54-0864（営業時間 8:20～17:00）
※事前申込可（購入時に「日光・鬼怒川フリーパス」を提示いただきます。）
〇東武ワールドスクウェア入場券＋お食事セット（まんぷくパスポート）を特別価格で販売
＜予約場所＞鬼怒川温泉駅ツーリストセンター
＜人

数＞各日５名様限定（先着順）

＜食事場所＞東武ワールドスクウェア内の飲食店「平安」「ワールド」「カーニバル」
＜特別価格＞大人 2,100 円（通常 3,100 円）・小人 1,000 円（通常 2,000 円）
＜申込方法＞鬼怒川温泉駅ツーリストセンターにお越しいただくか、
電話にてお問い合わせください。
TEL 0288-77-1158（営業時間 8:50～16:50）
※事前申込可（購入時に「日光・鬼怒川フリーパス」を提示いただきます。）
⑭東武トップツアーズ株式会社での限定ツアー
3 月 28 日（日）に東武トップツアーズでは、往復の特急、SL 大樹の乗車をセットにし、もれなく「日
光・鬼怒川フリーパス」を付けて約 7 時間の日光・鬼怒川地区のフリータイムをお楽しみいただくツ
アーを開催します。
ツアー名：特典いっぱい「日光・鬼怒川 東武グループフリーデー」
早春の日光・鬼怒川をお得に満喫！！ＳＬ乗車付き日帰りツアー
旅 行 日：2021 年 3 月 28 日（日）
申 込 先：東武トップツアーズ カウンター各店舗及び WEB 販売センター
URLhttps://tobutoptours.jp/domestic/tour_detail.html/?plan_code=0960129S1&date=20210328

⑮協力店舗での特典
お食事・施設等の割引やプレゼントが受けられます。
詳しくは特設サイトからご確認ください。
特設サイト https://www.tobu.co.jp/campaign/nikko-freeday2021/

△特設サイト（イメージ）
（協賛店舗の位置、特典情報を表示）

早春の日光「日光ぐるっとデジラリー」について
１ 実 施 日 ２０２１年３月２６日（金）～４月２５日（日）
２ 内

容 アプリ内のスタンプラリー画面に提示されているスタンプポイント設置場所（全５か所）に
行き、ＱＲコードを読み取っていただくとデジタルスタンプが取得できます。スタンプを２
つ以上集めていただくと、スタンプの数に応じて景品をプレゼントします。
※日光市在住問わず、どなたでも参加可能

３ スタンプポイント設置場所・時間
（１）東武日光駅
5:00～23:00
（２）日光郷土センター
8:30～17:00
（３）日光自然博物館
10:00～16:00
（４）鬼怒川・川治観光情報センター 8:30～17:00
（５）東武ワールドスクウェア
10:00～16:00
４ 景
品
【スタンプが２つの場合】
△スタンプポイントに掲示してある
・オリジナル入浴剤（先着 2,000 個）
ポスター（イメージ）
【スタンプが３つ以上の場合】
・オリジナル入浴剤
・２種類のオリジナル缶バッジ（各 750 個）（配布時期別）
・Ｗチャンス賞への抽選応募権
必要事項を入力のうえ応募された方の中から抽選で、
下記の賞品が当たります。
＜抽選賞品＞
・金谷ホテル レストランペアランチ券
※日光金谷ホテルと中禅寺金谷ホテルのいずれかをお選びいただけます。
・東京スカイツリー® セット券「天望デッキ＋天望回廊」（ペア）
・東武動物公園 ワンデーパス（ペア）
・東武百貨店商品券（2,000 円分）

△オリジナル
入浴剤（イメージ）

△オリジナル缶バッジ（イメージ）
左：9 日まで、右：10 日以降

５ 景品引換場所・時間
・東武日光駅 構内観光案内所
8:30～17:00
・鬼怒川温泉駅前 鬼怒川・川治温泉観光情報センター 8:30～17:00
※景品の引き換えはスタンプラリー開催期間中、毎日実施しています。
以

上

