
 

 

 

 

 

２０１９年１２月１７日 

 
 
 
  

 

 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

日 光 市 観 光 協 会 

 

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、日光市観光協会と協力し、２０２０年２月１日（土）に日光・ 

奥日光エリアの路線バスや一部の東武グループ施設が無料になる「東武グループ日光フリーデー」を実施 

します。 

本イベントは、日光線全線開通９０周年と「日光の社寺」世界遺産登録２０周年を記念し、日光市観光 

協会と東武グループが一丸となって冬の日光・奥日光エリアを盛り上げることを目的に、初めて実施する 

ものです。 

当日は、東武日光駅前広場で配布する「東武グループ日光フリーパス」をご提示いただくと、日光・  

奥日光エリアの路線バスや、明智平ロープウェイ、中禅寺金谷ホテルの日帰り入浴等の東武グループの施設

が無料でご利用いただけるほか、東武日光駅の改札窓口にてご提示いただくと、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 

します。また、日光市観光協会では、対象の店舗や施設で入館料の割引や商品のサービスなど様々な特典が

受けられる「日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴ」を、東武日光駅前広場にて３０００枚限定で無料配布します。 

また、当日は日光エリアを巡る「東武グループ日光フリーデー記念スタンプラリー」を実施するほか、 

特別価格のツアーも多数ご用意します。 

東武グループでは、引き続き自治体などと連携し、グループ一丸となって日光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。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
※お問い合わせは、東武鉄道お客さまセンター ＴＥＬ ０３－５９６２－０１０２ 

 
 

 

 

２０２０年２月１日（土）に 

   「東武グループ日光フリーデー」を初めて実施します！ 
～当日配布するフリーパスで日光・奥日光エリアの路線バスや一部の東武グループの施設が無料！～ 

 

「日光線全線開通９０周年」＆「日光の社寺 世界遺産登録２０周年記念」企画 

△東武グループ日光フリーパス（イメージ） △日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴ 



 

＜別 紙＞ 

「東武グループ日光フリーデー」について 

１ 実 施 日   ２０２０年２月１日（土） 

２ 主  催  東武鉄道㈱、日光市観光協会 

３ 共  催  東武バス日光㈱、日光交通㈱、東武興業㈱、金谷ホテル㈱、㈱日光自然博物館、 

東武ステーションサービス㈱ 

４ 内  容  

 「東武グループ日光フリーパス」を無料でお配りします。 

   【配布日時】２０２０年２月１日（土）７:３０～１７:００ 

【配布場所】東武日光駅前広場 

   【有効期限】当日のみ有効 

※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） 

※おひとり様１枚限り 

※現地にお越しの方ならどなたでもご利用いただけます。 

 

（１）東武グループにおける特典 

①日光・奥日光エリアの路線バス １日無料 

【対象区間】東武バス日光（株）全路線 

      ※但し定期観光バス、高速バスは除く。 

②明智平ロープウェイ １日無料 

【運行時間】9:00～15:30 

③日光金谷ホテル「クラフトラウンジ」 コーヒー・紅茶一杯無料 

※お食事又はデザートをご注文の方に限ります。 

※「日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴ」との併用可 

    【営業時間】9:30～17：00（L.O） 

   ④中禅寺金谷ホテル 温泉露天風呂空ぶろ 日帰り入浴無料 

【入浴時間】13:00～15:00 

⑤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。 

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 1000円以上ご利用の方に限ります。 

⑦日光湯元温泉スキー場 リフト一日券無料 

 【営業時間】 9:00～16：00 

※スキーセットレンタルのご利用の方に限ります。 

⑧「日光・鬼怒川エリア鉄道乗り放題きっぷ」プレゼント 

【配布日時】２０２０年２月１日（土）７:３０～２０:００ 

【配布場所】東武日光駅改札窓口 

【有効期限】当日のみ有効 

※別途ＳＬ座席指定券・特急券をご購入でＳＬ大樹・特急にもご乗車 

いただけます。 

※払い戻し不可 

※おひとり様１枚限り 

△日光・奥日光エリアのバス 

（東武バス日光） 

△クラフトラウンジのケーキセット 

（日光金谷ホテル） 

△露天風呂「森乃精」 

（日光アストリアホテル） 

△東武グループ日光フリーパス 

（イメージ） 

△日光・鬼怒川エリア鉄道乗り放題きっぷ 

（東武鉄道） 



 

 

（２）「日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴ」における特典 

東武日光駅前広場では、日光市観光協会により「日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴ」を３０００枚限定で無料

配布します。 

本パスポートを提示すると、日光市観光協会の加盟店舗で入館料の割引や商品のサービスなどが   

受けられます。サービスの内容は＜参考２＞をご覧ください。 

   【配布日時】２０２０年２月１日（土）７:３０～１７:００ ※先着３０００名様 

【配布場所】東武日光駅前広場 

   【有効期限】２０２０年２月１日（土）～２０２０年３月３１日 

 

５ 「東武グループ日光フリーデー記念スタンプラリー」について 

（１） 実 施 日 

２０２０年２月１日（土） 

（２） 内  容 

東武日光駅前広場及び東武線各駅（一部除く）にて配布するスタンプ台紙に、日光エリアの  

スタンプ設置箇所から２つ以上のスタンプを集めていただくと、スタンプの数に応じて    

オリジナルノベルティをプレゼントします。 

（３） スタンプ設置場所（設置時間） 

①東武日光駅          ７：３０～２０：００ 

②日光金谷ホテル       １０：００～１８：００ 

     ③日光自然博物館       １０：００～１６：００ 

     ④日光アストリアホテル    １０：００～１８：００ 

     ⑤日光郷土センター      １０：００～１７：００ 

（４） 景 品 

【スタンプが２つの場合】 

・オリジナルホッカイロ 

【スタンプが３つ以上の場合】 

 ・オリジナルホッカイロ 

・オリジナル缶バッジ 

・抽選応募用紙 

必要事項を記入のうえ応募された方の中から抽選で、当社グループの豪華賞品をプレゼント

します。 

＜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＋展望回廊」（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） 

 

     【景品引換場所（引換時間）】 

２月１日（土）・・・東武日光駅特設ブース     １０：００～２０：００ 

２月２日（日）・・・東武日光駅ツーリストセンター  ８：２０～１７：００ 

※景品の引き換えは２日間のみとなります。 

 

 

 

 

 

△ホッカイロ（イメージ） △缶バッジ（イメージ） 



 

＜参 考１＞ 

 

東武グループ日光フリーデーに合わせた東武日光駅ツーリストセンターでの各種サービス 

 

東武グループ日光フリーデーに合わせ、東武日光駅ツーリストセンターでも各種サービスを行います。 

※フリーパスの提示は不要です。  

ご予約の詳細は、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。 

ＴＥＬ ０２８８-５４-０８６４（営業時間８：２０～１７：００）  

 

（１）日光金谷ホテル「百年ライスカレー」を特別価格で予約販売 

   通常東武日光駅ツーリストセンターで販売している２，３５０円の  

ワンドリンク付き百年ライスカレーのセットをイベント当日限定料金 

１，０００円で販売します。 

【提供時間】  ２０２０年２月１日（土）１１：００～１６：３０ 

   【定  員】  ３０名（先着順） 

【食事場所】  日光金谷ホテル１階「クラフトラウンジ」 

【当日限定料金】  1，０００円（通常２，３５０円） 

※１組２名様から５名様までの販売となります。 

※事前予約で定員に達する場合、当日販売はありません。 

 

（２）ツアーの予約販売 

  ・冬の日光 隠れアクティビティーツアー～いろいろな意味でおいしい NIKKO～ 

   冬の日光ならではのアクティビティーを盛り込んだイベント限定オリジナルツアーです。 

  【実施日時】  ２０２０年２月１日（土）９：４５～１５：３０ 

   【定  員】  ２０名（先着順） 

   【実施主体】  ファーマーズ・フォレスト えにしトラベル 

  【実施内容】  日光金谷ホテルのスケートリンクを使用した 

カーリングやイチゴ狩り、シカ革のクラフト 

作りを体験するほか、日光珈琲で昼食を 

お楽しみいただけます。 

   【料  金】  ６，８００円 

   【予約期間】  ２０２０年１月１日（水）～２０２０年１日２７日（月） 

【公式サイト】  https://www.enishi-travel.jp/tour/detail/1011 

     ※当日販売はありません。 

 

  ・バスで巡る日光ナチュラルパークツアー 

【実施日時】  ２０２０年２月１日（土） 

１回目９：２０～１２：５０ 

２回目１３：４５～１７：１５  

 【定  員】  各回１５名（先着順） 

  【実施主体】  日光おでかけサロン 

  【実施内容】  華厳の滝や戦場ヶ原など、奥日光の大自然や名所を 

半日観光にてご案内します。東武日光駅ツーリスト 

センターにて１，０００円割引します。 

  【当日限定料金】  大人２，４００円（通常３，４００円） 

          小人７００円（通常１，７００円） 

           ※事前予約で定員に達する場合、当日販売はありません。 

△隠れアクティビティー 

ツアー（イメージ） 

 

△公式サイトＵＲＬ 

△百年ライスカレー（イメージ） 

△日光ナチュラルパークツアーで 

巡る華厳の滝 

https://www.enishi-travel.jp/tour/detail/1011


 

＜参 考２＞ 

「日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴ」における特典一覧 

 

日光二荒山神社・神橋 渡橋料金 10％割引（対象は通常券のみ） 

【渡橋時間】 9：00～15：15 

日光東照宮美術館 入館料 10％割引 

【開館時間】 9：00～16：00 

輪王寺宝物殿・逍遙園 入館料・入園料 10％割引 

【開館時間】 8:00～16：00 

小杉放菴記念 

日光美術館 

入館料 10％割引 

【開館時間】 9：30～17：00 

日光金谷ホテル 

クラフトラウンジ 

飲食 10％割引 

※東武グループ日光フリーパスとの併用可 

【営業時間】 9：30～17：00（L.O） 

日光星の宿 

宵むらさき 

湯波会席 10％割引 ※予約なし可 

【営業時間】 11：00～13：30（L.O） 

冨士屋観光センター 土産 10％割引 

【営業時間】 8：00～17：00 

日光ゆば遊膳 箱膳をお召し上がりの方に豆乳プリン又はコーヒーサービス 

【営業時間】 11：30～15：00 

日光千姫物語 

エステ＆スパ日光美人 

前日までの予約でエステ＆スパ 10％割引 

【営業時間】 13:00～20:00（最終受付） 

喫茶ベル 御食事を 1,000円以上お召し上がりの方 10％割引 

【営業時間】 10：00～20：00 ※15：00～17:00休 

ホテル清晃苑 

レストラン 

しゃくなげ 

飲食 10％割引 

【営業時間】 11：00～15：00 

あさやレストハウス 御食事をご利用の方に日光銘菓を一人 1個プレゼント 

【営業時間】 10：00～16：30 

日光カステラ本舗 

（本店・西参道店） 

カステラ 10％割引 

【営業時間】 9：00～17：00 

お食事処 山楽 御食事をご利用の方にさんしょアイスサービス 

【営業時間】 11:00～16:00 

そば処新駒 特製ちりめんざるそば 700円をワンコイン（500円）で提供 

【営業時間】 10:00～18:00 

磐梯日光店 日光カステラ 10％割引  

【営業時間】 8：30～17：00 

本宮カフェ おひとり様 1,000円以上の御食事でデザート一品サービス 

【営業時間】 10：00～17：00 

デバインレストラン＆ 

ラウンジ 

お料理をご注文の方に、モッツァレラと枝豆の春巻きを提供 

【営業時間】 16:00～22:00 

金谷ホテルベーカリー 

カテッジイン店 

1,000円以上お買い上げの方にクッキープレゼント 

【営業時間】 9:00～17:00 

湯沢屋茶寮 湯沢屋セットご注文の方に日光煉羊羹一切サービス 

【営業時間】 10:00～16:00 

三ツ山羊羹本舗 1,000円以上お買い上げの方に一口羊羹１ヶプレゼント 

【営業時間】 8:00～18:30 

二荒山神社中宮司・ 

宝物館 

拝観料 10％割引 

【拝観時間】 9：00～16：00 

中禅寺（立木観音） 拝観料 10％割引 

【拝観時間】 8：00～15：30 

レストラン日光 食事・土産 10％割引 

【営業時間】 9：00～16：30 

レークセンター 

ひたちや 

御食事、ショッピング、スワンボートそれぞれ 1,500円以上ご利用で 10％割引 

【営業時間】 9:00～17:30 



 

龍頭之茶屋 お土産 1,000円以上お買い上げでコーヒー又は甘酒一杯サービス 

御食事 1,000円以上ご注文でひぐらし餅一個サービス 

【営業時間】 10：00～16：00 

レストランメープル ランチの方にミニケーキサービス 

【営業時間】 10:00～16:00 

ゆば亭ますだや 粗品進呈 

【営業時間】 11:00～14:30 

東武日光駅前 

旭屋本店 

ホットコーヒー一杯サービス 

【営業時間】 11:30～15:00 

日光カステラ本舗 

（駅前店） 

カステラ 10％割引 

【営業時間】 9：00～17：00 

味の店二幸 1,000円以上の御食事でおひとり様 100円引き 

【営業時間】 11:00～20:00 ※14：00～17：00休 

手打ち生そば魚要 御食事の方に粗品サービス 

【営業時間】 11:00～15:00 

水車物産店 おひとり様 1,000円以上お買い上げで 10％割引 

【営業時間】 10:00～17:00 

鈴屋 御食事の方にお飲み物サービス 

【営業時間】 11:00～14:00 

列車のレストラン清流 700円以上の御食事でソフトドリンク一杯サービス 

【営業時間】 11:00～16:30 

足尾銅山観光 入坑料 100円引き 

【営業時間】 9:00～16:30 

奥日光小西ホテル スキーやボードとは違う冬の楽しみ方ができるスノーシューツアーを特別価格

でご提供します。 

※日光旬旅ＰＡＳＳＰＯＲＴの提示は不要です。 

※奥日光小西ホテルの他特典との併用はできません。 

【実施日時】2020年 2月 1日(土) 

１回目 9:00～12:00／２回目 13:00～16:00  

【定  員】各回１０名（先着順） 

【実施内容】パウダースノーの森をガイドと一緒にご案内します 

【料  金】4,500円（通常 7,500円） 

※3,000円（通常 4,500円）で用品のお貸出しも行っています。 

※ツアー参加者は 600円（通常 1,000円）で日帰り入浴がご利用

いただけます。 

【応募期間】2020年 1月 1日（水）～2020年 2月 1日（土） 

【参加方法】下記までお問い合わせください。※要事前予約 

奥日光小西ホテル 0288-62-2416（営業時間 9:00～18:00） 

【公式サイト】https://www.okunikko.co.jp/naturetour.php 

 

以 上 

△フリーデー限定スノーシューイベント（イメージ） 

https://www.okunikko.co.jp/naturetour.php

