
東武スーパーチケット
ご利用案内
東武スーパーチケット
ご利用案内

東武鉄道駅 ACCESSと～ぶ売店（指定売店）
にて500円クーポンとしてご利用できます。

44日光駅からの「世界遺産めぐり循環バス」
が1日乗り放題

浅草駅発着の特急列車をご利用の
お客様は、車内販売にて500円分の
クーポンとしてご利用できます。
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鬼怒川駅構内「BENTO CAFE KODAMA
（弁当カフェこだま）」にて引換えにご利用できます。

日光ろばたづけ鬼怒川店にて
引換えにご利用できます。

日光市内の日光カステラ本舗本店・西参道店・駅前店
または磐梯日光店にて引換えにご利用できます。
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日光・鬼怒川温泉間を結ぶ
便利なダイレクトバス

東武日光駅構内の「東武日光駅ツーリストセンター」に
お越しいただき、本券を世界遺産めぐり手形
（1日フリーパス券）と交換してからご乗車ください。
※土・日・祝日、その他道路状況により、コースが変更になる場合があります。

浅草・北千住・春日部・東武動物公園・下今市・東武日光・鬼怒川温泉の各駅の
ACCESSと～ぶ売店にてご利用できます。

「ミルフィーユかつサンド」または「ラスク
+ドリンクM1杯」に引換えできます。

日光ろばたづけスライス大根1袋、温泉ま
んじゅう（8個入り）、甚五郎煎餅（18枚入
り）のなかから、東武スーパーチケット1枚
につき1つ引換えができます。

日光のおみやげセット（日光ゆば+日光カステラ「家康公のひときれかすてら」）
を東武スーパーチケット1枚につき1つ引換えができます。

このたびは、東武トップツアーズの栃木地区商品をお買い上げいただき誠に
ありがとうございます。本チケットを有効にお使いいただき、楽しい栃木方面の
旅をお楽しみください。なお、お引換えは取扱店の指定商品となります。未使用
の場合でも払い戻しはできませんのでご注意ください。

※車内混雑時等、車内販売が回りきれない場合や売切れの場合がございます。お帰りにご利用の場合は
交換できない場合がございます。

※浅草発17:00以降の列車、浅草着11:15以前の列車および、きぬ150号では車内販売がございません。
（車内販売のない列車は変更になる場合がございます。）
※リバティけごん11号・17号・28号・32号、リバティ会津111号・117号・128号・132号の車内販売には　
ご利用になれません。
※おつりはでません。

※ご提供までに時間がかかる場合がございます。時間
に余裕を持ってご来店ください。
※品切れの場合はご了承ください。

※売店営業時間内に限ります。　※たばこ等、一部ご利用になれない商品がございます。　
※おつりはでません。

※500円と東武スーパーチケットではご乗車になれません。東武トップツアーズ各支店、もしくは鬼怒川温泉駅ツー
リストセンター、東武日光駅ツーリストセンターにてバス乗車券を購入の上ご乗車ください。（最少催行人員2名）

（注）神橋・日光江戸村・東武ワールドスクウェアで降車された場合は、前途無効となりますのでご注意ください。
※1号・3号の▲印は神橋にて降車のみ可。（乗務員にお申し出ください）
※2号・4号の▲印は日光江戸村・東武ワールドスクウェアにて降車のみ可。（乗務員にお申し出ください）
※鬼怒川温泉駅バスのりばは10番、東武日光駅のりばは5番となります。
※西参道は東武観光センター前となります。　※全席予約制・乗車変更不可。
※途中、道路混雑等により、バスの到着時間が遅れる場合がございます。予めご了承ください。
※季節によりダイヤが変更になる場合があります。

ご予約を直接おとりいただいたお客様は、出発時間までに本券をご持参のうえ、『鬼怒川温泉駅ツーリ
ストセンター』または『東武日光駅ツーリストセンター』（いずれも東武鉄道駅構内）で乗車券を事前にお
求めください。（東武スーパーチケットをお持ちのお客様は、乗車券を半額の500円で購入できます）
※バス車内での“乗車券”のお求めはできません。

(ア)乗車日の5日前までに本券をご持参のうえ、お申し込みの東武トップツアーズ各支店または取扱販
売店にご来店ください。事前にお席を確保（予約）のうえ、乗車券を500円にて販売いたします。
（東武スーパーチケットが必要）

(イ)乗車希望日の4日前以降は、お客様が直接お電話にてご予約ください。当日でも空席があれば
ご乗車いただけます。

(ウ)小児運賃は大人と同額です。
(エ)バスは定刻に出発させていただきます。出発時間を過ぎますと、ご予約のお客様がご乗車されてい
ない場合でも出発させていただく場合がございます。

(オ)現地でのバス乗車時刻の変更はできません。お乗り遅れの場合でも払い戻しはいたしません。

500円（ワンコイン！）

①～⑰のうち、おひとつを
選んでご利用ください。

東武日光駅ツーリストセンター ※世界遺産めぐり循環バスは10～20分間隔で運
行しております。詳しくは「東武バスホームペー
ジ」をご確認ください。■運行：東武バス日光（年中無休）

通常運賃片道1,000円を本チケットのご利用で

◆運行本数：1日2往復　運行スケジュール

◆ご注意

◆お取消し：乗車日の前日15:00以降の取消は払い戻しがございません。ご注意ください。

■旅行企画・実施：東武ステーションサービス㈱　■運行：日光交通

ご予約先 ☎0288-77-1158
営業時間8:50～16:50

鬼怒川温泉駅ツーリストセンター
（東武ステーションサービス）

運行
コース

日光・鬼怒川エクスプレス号

半額の半額の

半額でご利用いただけます（予約制です）
が

営業時間 09:00～17:00　☎0288-25-3234
鬼怒川温泉駅構内

東武鬼怒川
温泉駅

東武鬼怒川
温泉駅 東武鬼怒川線東武鬼怒川線

鬼怒川
金谷ホテル
鬼怒川

金谷ホテル

東武
日光駅
東武
日光駅

東武日光駅東武日光駅

神橋神橋

輪王寺輪王寺
日光東照宮日光東照宮日光二荒山神社日光二荒山神社

下今市駅下今市駅

新高徳駅新高徳駅

今市
I.C
今市
I.C 日光宇都宮道路日光宇都宮道路

日光宇都宮道路日光宇都宮道路 日光
I.C
日光
I.C

日光
I.C
日光
I.C

東
武
鬼
怒
川
線

東
武
鬼
怒
川
線

東武ワールド
スクウェア
東武ワールド
スクウェア

日光
花いちもんめ
日光
花いちもんめ

至鬼怒川温泉至鬼怒川温泉

日光江戸村日光江戸村

東武
日光線
東武
日光線

ガーデン
スパ
ガーデン
スパ
きぬ川ホテル
三日月
きぬ川ホテル
三日月

鬼怒川パーク
ホテルズ
鬼怒川パーク
ホテルズ

藤原総合
文化会館
藤原総合
文化会館

交番交番

営業時間 8:00～17:00　定休日 1/1
☎0120-832-453/0288-31-1122
栃木県日光市栗原430-1
●日光宇都宮道路今市インターチェンジから車で約15分

営業時間 9:00～17:00 ☎0288-53-0600

営業時間 9:00～17:00 ☎0288-53-6171

営業時間 8:30～17:00 ☎0288-53-2555
栃木県日光市本町1-1　●日光I.C.から車で約5分
乗用車10台Ⓟあり

営業時間 9:00～17:00 ☎0288-53-6707
栃木県日光市松原町10-7　●東武日光駅前
※駐車場はありません

栃木県日光市安川町4-13　●東武バス西参道バス停前※駐車場はありません

栃木県日光市本町1-8　●日光I.Cから車で約5分　乗用車20台Ⓟあり

（注）商品が品切れになる場合があります。その場合はご了承ください。
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BENTO CAFE KODAMA

日光ろばたづけ 鬼怒川店

日光カステラ本舗 西参道店

日光カステラ本舗
西参道店

日光カステラ本舗
駅前店

日光カステラ本舗
本店

磐梯日光店

日光カステラ本舗 本店

磐梯日光店

日光カステラ本舗 駅前店

（不定休）

（注）記載場所が変更となる場合があります。

栃木市内の取扱店でご利用できます。
取扱店等詳細は、「東武・蔵の街とちぎ散策クーポン」特典手形で
ご確認ください。
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鬼怒川
温泉駅発

1号 10:00
13:20

10:39
13:59

▲
▲

10:49
14:093号

東武
日光駅着 神橋着 西参道便

名 西参道

2号 12:00
14:40

12:10
14:50

▲
▲

12:49
15:294号

東武
日光駅着

日光江戸村・
東武ワールド
スクウェア

鬼怒川
温泉駅着

便
名

輪王寺（三仏堂）へは
こちらで下車

日光東照宮へは
こちらで下車

西参道

勝道上人像前 表参道

大猷院
二荒山神社前神橋東武

日光駅

121

121

119

120

旅の駅
日光ろばたづけ 
鬼怒川店

旅の駅
日光ろばたづけ 
鬼怒川店

66

77

2018年10月1日～2019年3月31日利用

1/1～3は運行時刻が変更となります。またこの期間は
東武スーパーチケットのご利用はできません。



湯めぐり券としてご利用いただけます。1717

塩原・那須地区の観光地・お土産店（A～K）にて引換えにご利用できます。1616

東武日光駅構内にて無料でお宿までの手荷物配送またはお預かりいたします。1515

中禅寺観光センターにて引換えに
ご利用できます。

道の駅 うつのみや「ろまんちっく村」
にて引換えにご利用できます。1212

①甚五郎煎餅（12枚入り）1箱、②味付ゆば「4ヶ入り」、
③ホットコーヒー+甚五郎煎餅1枚（店内飲食）のなかから
東武スーパーチケット1枚につき1つ引換えができます。

鬼怒川・川治温泉の温泉施設で湯めぐり
（入浴）が1回無料でご利用いただけます。
東武スーパーチケットを施設に提出してく
ださい。

天然温泉湯処あぐり1回利用+ファストフード
DELIにてソフトクリーム1個に利用できます。

※天然温泉処あぐりにスーパーチケットを提出して、ソフトクリーム券にお引換えください。

(ア)施設までの交通費はお客様のご負担となります。
(イ)タオルはお客様がご持参ください。（一部、販売している施設
もあります）

(ウ)駐車場の設備がない施設もございます。
(エ)各館の入浴可能時間帯や定休日等をご確認のうえ、ご利用
ください。入浴可能時間帯でも清掃、貸切・休館等施設の都
合によりご入浴いただけない場合もございますので、事前に
電話にてご確認されることをおすすめいたします。

(オ)ご利用施設は右記の一覧表でご確認ください。

◆ご注意

中禅寺観光
センター

営業時間 9:00～17:00（年中無休 但し臨時休業日あり） 
☎0288-55-0042
中禅寺湖畔中央　●日光宇都宮道路清滝I.C.から車で約30分
東武バス日光中禅寺バスターミナルから徒歩約5分

営業時間10:00～16:00（年末年始及び不定休）　〒321-2403　栃木県日光市町谷739-1 
☎0120-707-102または0288-31-1221（要事前予約）

営業時間
 【湯処あぐり】10:00～21:00（受付20：30まで）バスタオル別料金
【ファストフードDELL】10:00～18:00 ☎028-665-8800
定休日：毎月第二火曜日（祝日の場合は翌日）冬季臨時休業あり
宇都宮市新里町254　道の駅うつのみや　ろまんちっく村内
●東北自動車道 宇都宮I.Cから車で約5分

日光ストロベリーパークで
いちご狩りが500円割引になります。
栃木日光の自然で育ったいちご狩り。食べ放題30分！

営業時間 10:00～16:00（最終受付15:30） 　定休日 火曜日（祝祭日は営業）
〒321-2405 栃木県日光市芹沼3581　☎0288-22-0615（要事前予約）

※料金はシーズンに
　よって異なります。

中禅寺観光センター
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太子食品の工場見学&お豆腐づくり
体験にご利用できます。

工場案内ビデオ（約10分）→お豆腐づくり体験（約15分）→試食（約10分）→
工場見学（約10分）　お帰りにソフトクリーム1個付

鬼怒川温泉・日光・中禅寺・日光湯元温泉にご宿泊の方は東武スーパーチケット1枚につき手荷物1個代金不要にて手荷物配送またはお預かりいたします。
【お預けいただける手荷物のサイズ】 3辺の合計が160cm以下、重さが25kg以下のもののみ。　【受付場所】 東武日光駅構内（ヤマト運輸㈱受付カウンター）
【受付時間】 「手荷物発送」9:00～14:00（鬼怒川温泉にご宿泊の方は12:30まで）⇒17:00前後にご宿泊先にお届け。但し、紅葉ピーク期（10/1～31）は中禅寺及び日光湯元方面の配送はお受けできません。
またこの期間及び12/28～1/6は激しい交通渋滞の影響によりお届けが大幅に遅延する場合や配送をお断りする場合もございます。 「手荷物お預かり」9:00～17:00
■現金・貴重品・高価品・壊れやすいもの・危険物・動物・腐敗変質しやすいもの・大型袋へ詰め合わせて1つとしたもの・ファスナー等で口がしっかりと閉まらないもの・その他取扱上障害があるものはお預かりできません。
■現地申込となります。　■受付時間の変更はできません。列車遅延等の際も受付時間以降はお荷物をお預かりできません。■「手荷物お預かり」は必ずお預かり時間内にお引き取りください。お引き取りが無い場合の
責任は負いかねます。　■ご利用の交通機関の到着時間によってはご利用いただけない場合があります。

6名様からのお申込となります

12月上旬～3月31日

営業時間 9:00～17:00（11/11～3/31 9：00～16：00）  定休日：〈10月〉無休、〈11～3月〉毎週月曜日（祝日の
場合は翌日以降に振替）、〈12/29～1/3は休館〉　栃木県日光市中宮祠2480-1  ☎0288-55-0880

栃木県立日光自然博物館入館券
としてご利用いただけます。

華厳ノ滝と中禅寺湖のそばに位置する日光自然博物館は自然系展示室、人文系展
示室、20mのハイビジョンによる「奥日光の四季」の上映他、自然情報や観光情報も
提供し、来訪される皆さまが安心して奥日光を楽しめるようご案内をしています。

1111

1枚でおひとり1箇所のご入浴が可能です

（注）引換の商品は品切れや、予告なく変更になる場合がございます。
※団体貸切等、ご利用できない場合があります。また、昼食時間帯は大変混み合う場合がございます。

（注）上記各施設の営業時間や定休日等は予告なく変更になる場合がございます。ご確認のうえご利用ください。　注文コード／724867　作成日　H30.8.1

・小学生～大人／1,600円～1,800円 ・3才～未就学児／1,100円～1,300円

英国大使館別荘記念公園・イタリア大使館別荘
記念公園の観覧券としてご利用いただけます。1414

チケット1枚で1名様2館共通観覧券として入館可能。
中禅寺湖の豊かな自然や国際避暑地の歴史とのふれあいが楽しめる公園です。
営業時間9:00～17:00（11/11～30は16:00まで） 定休日：〈10月〉無休、〈11月〉毎週月曜日（祝日の場合
は翌日以降に振替）、〈12～3月は冬季閉館〉　栃木県日光市中宮祠2482　☎0288-55-0880 
※2018年12月7日まで改修工事の為、外観、建物内からの視界不良となりますので予めご了承ください。

湯っ歩の里

天皇の間記念公園

森林の駅（もみじ谷大吊橋）

今井屋製菓

史跡鍾乳洞の源三窟
げんざんくつ

しおばら千二百年物語
（BLESS）
那須高原ハニー牧場

那須 千本松牧場

チーズガーデン塩原珈琲

那須りんどう湖 LAKE VIEW

お菓子の城 那須ハートランド

鬼怒川温泉ホテル
鬼怒川パークホテルズ
きぬ川ホテル三日月
鬼怒川観光ホテル
湯けむりまごころの宿一心舘
鬼怒川グランドホテル夢の季
ほてる白河 湯の蔵
鬼怒川プラザホテル
鬼怒川御苑
湯けむりの里 柏屋

鬼怒川
温泉
エリア

施設名 電話番号 湯めぐり時間 除外日　※その他

川治温泉エリア

14:00～18:00
12:00～18:00
12:00～18:00
12:00～19:00
13:00～16:00
14:00～17:00
13:00～19:00
15:00～17:00
15:00～18:00
14:00～16:00

0288-77-0025
0288-77-1289
0288-77-2611
0288-77-1101
0288-77-0008
0288-77-1313
0288-76-0020
0288-76-1031
0288-77-1070
0288-78-0002

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

チケット1枚で2名様まで全長60m、日本最大級の足湯にお入りいただけます
営業時間 9:00～18:00（12/1～3/31は9：00～17：00）　木曜定休（祝日の場合翌日）　☎0287-32-3101　那須塩原市塩原602-1　●JRバス・ゆ～バス「塩原畑下」から徒歩約3分
チケット1枚で2名様まで大正天皇、昭和天皇をはじめ多くの皇族に利用された「塩原御用邸」を移築保存した天皇の間記念公園に入園できます。
営業時間 9:00～17:00（12/1～3/31は9：00～16：30）　水曜定休（祝日の場合は翌日）　☎0287-32-4037　那須塩原市塩原1266-113　●JRバス「塩原福渡」から徒歩約7分
人気のもみじ谷オリジナル佃煮、4種類から1つチョイス。
営業時間 8:30～18:00（11～3月は16：00まで）　年中無休　☎0287-34-1037　那須塩原市関谷1425-60　●JRバス「もみじ谷大吊橋」または「回顧橋」から徒歩約3分
饅頭5個（つぶ餡orこし餡）に引換えができます。
営業時間 6:30～17:00　不定休　☎0287-32-2301　那須塩原市塩原786-8　●JRバス・ゆ～バス「塩原温泉バスターミナル」から徒歩約3分 
鍾乳洞と武具資料館入館券としてご利用できます。源氏の隠れ岩屋である鍾乳洞と洞内で発見された鎧甲等の武具資料館を見学できます。（ガイド付き）
営業時間 8:30～17:00（12～3月は9：00～16：00）　不定休　☎0287-32-2338　那須塩原市塩原1118　●ゆ～バス「源三窟」から徒歩すぐ
人気のチーズケーキと珈琲のセット、またはオリジナルのお菓子に引換えができます。
営業時間 9:00～18:00（カフェ 10:00～17:00  LO16:30）　不定休　☎0287-32-2337　那須塩原市塩原17　●JRバス「夕の原」下車すぐ
チケット1枚につき、ハンガリー産アカシアはちみつ1本に引換えができます。
営業時間 9:00～17:00　年中無休　☎0287-35-3838　那須塩原市下田野531-88　●東北道 西那須野・塩原I.C.から車で約5分 
「牛乳手作りパイと牛乳1杯」、「ソフトクリーム」の中から1つに引換えができます。
9:00～18:00　年中無休　☎0287-36-1025　那須塩原市千本松799　●東北道 西那須野・塩原I.C.から車で約2分
御用邸チーズケーキプレート（チーズケーキ・アップルパイ・プレミアムソフトクリームのプレート）+オリジナル御用邸紅茶付に引換えができます。
営業時間 9:00～18:00　年中無休　☎0287-35-3555　那須塩原市下田野531　●東北道 西那須野・塩原I.C.から車で約5分

12/28～1/3
※お車でのご来館はご遠慮ください。
不定休、12/28～1/3　
※駐車場が満車の場合お断りすることがございます。

12/28～1/3
※駐車場3時間無料

不定休、12/28～1/3

12/28～1/3

休前日、12/28～1/3
※駐車場なし
12/28～1/3
土・日・休前日・12/28～1/3
※最終受付15:00まで

12/28～1/3
※駐車場なし

入場割引（おとな900円、こども（3歳～未就学児）200円）にて入場可能（通常おとな1,600円、こども800円）※12月以降料金が変わる可能性があります。ご出発前に販売店係員にお問い合わせください。
営業時間 9:00～17:00（季節により変動あり、11/30まで無休、12/1以降は不定休）　期間内無休　☎0287-76-3111　那須郡那須町高久丙414-2　●那須I.C.から車で約10分 
敷地内の「花と体験の森」の入場券+ケーキセットに引換えができます。
営業時間 9:00～17:30（花と体験の森は9:00～17:00）　☎0287-62-1800　那須郡那須町高久丙4588-10　●那須I.C.から車で約3分

無料湯めぐり券加盟施設一覧（ご利用いただける施設名と時間帯）
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12/28～1/5、2/12～16
※お車でのご来館はご遠慮ください。


