世界遺産登録

日光東照宮将軍着座の間特別拝観ツアー
期日

令和元年12月1日
（日）〜令和2年3月31日
（火）

（令和元年12月19日
（木）
〜令和2年1月4日
（土）
及び、
2月3日(月)、
17日(月)、
3月16日(月)、
17日(火)を除く）

時間

10：00 〜 12：00

日光山輪王寺

英語翻訳付き

周年記念

20

参加費 : 3,800円
写経体験と護摩祈願と
日光伝統スィーツを味わう特別参拝ツアー

日光山輪王寺護摩堂にて写経体験と護摩祈願を受けられる特別ツアー。
日光伝統の和菓子又は、洋菓子をお召し上がりいただけます。
参加者には、世界遺産登録20周年特別御朱印を授与します。
10:00 〜 12:00

令和2年1月26日
（日）
、
2月11日（火）、

2月24日（月）、3月8日（日）、3月22日（日）
13:00 〜 15:00

令和元年12月8日
（日）
、
令和2年1月11日
（土）

日光二荒山神社

英語翻訳付き

神職と学ぶ正しい参拝体験と
日光伝統スィーツを味わうツアー

参加費 : 2,300円

良縁祈願！参拝方法、正式参拝、神苑案内を神職が行います。
境内の開運CAFÉ東屋で日光伝統スィーツも♪
参加者には神橋ストラップをプレゼント！
10:00 〜 12:00

令和元年12月7日
（土）、12月21日
（土）、

（日）
、
（土）
、
（土）
令和2年1月19日
2月22日
3月7日
13:00 〜 15:00

体
験
ツ
ア
ー
二社一寺特
別

参加費 : 3,000円

日光東照宮

令和2年2月8日
（土）、3月21日
（土）

※写真はイメージです。

冬の日光ならではの魅力が体験で

(一社)日光市観光協会
TEL：0288-22-1525 栃木県日光市今市717-1
お申し込み

※受付は実施日の前日17：00までとさせていただきます。

詳細情報は公式サイトへ！
特別ツアーの詳細情報は、
「世界遺産登録20周年記念」公式サイトを
ご確認ください。
主 催 一般社団法人日光市観光協会 日光支部

きる特別ツアー

【注意事項】
・参加者は健康体であることを参加条件といたします。

・受付は実施日の前日17：00時までとさせていただきます。

・当日における事故等についての責任は一切負いませんのでご注意下さい。

・参加者の中で、
ツアーにお連れ出来ないと判断した場合は当日の案内人と
ご相談の上、
リタイアしていただく場合があります。
・当日における自然災害等により危険と判断した場合はコースを変更又は
中止させていただくことがあります。
・日光は雪の多いところですので、滑りにくい靴、帽子、手袋を各自でご用意
ください。

・途中で離脱した場合、返金等は受け付けておりませんのでご了承ください。

共 催 日光旬旅倶楽部 / 日光おでかけサロン

協 力 日光東照宮 / 日光山輪王寺 / 日光二荒山神社

Celebrating 20th Anniversary of Registration for the World Heritage Site

Special Experience Tours
Fee : ¥3,000

Toshogu Shrine

Special admission tour in Shogun’s seating room
Date

1st Dec.2019 - 31st Mar. 2020

(except 19th - 4th Jan. 3rd, 17th Feb. 16th, 17th Mar.)

Time

10:00-12:00

Rinnoji Temple

with English interpreter

Fee : ¥3,800

Special tour to try Shakyo (Sutra copying),
Goma-prayers, Nikko’s traditional sweets
You can try Shakyo and Goma-prayer in Goma hall in Rinnoji temple.
You can also enjoy Nikko’s traditional or western sweets. Furthermore,
you can get 20th Anniversary Goshuin (a vermilion seal of the Shogun).
10:00-12:00
13:00-15:00

26th Jan. 11th, 24th Feb. 8th,22nd Mar. 2020
8th Dec. 2019, 11th Jan. 2020

Futarasan Shrine

with English interpreter

Fee : ¥2,300

Special tour to learn proper manners of prayers
with a Shinto priest and to try Nikko’s traditional sweets
Futarasan is a famous shrine for wishing for a good match. Shinto priests guide you around.
They also teach you how to pray in good manners. You can also enjoy Nikko’s traditional sweets in
“Good Luck Café Azumaya” in the shrine♪ Furthermore, you can get a cellphone accessory!
10:00-12:00
13:00-15:00

7th, 21st Dec. 2019, 19th Jan. 22nd Feb. 7th Mar. 2020
8th Feb. 21st Mar. 2020

※写真はイメージです。

冬の日光ならではの魅力が体験で

To apply Nikko City Tourism Association

Call:0288-22-1525

栃木県日光市今市717-1

*Please apply by 17:00 a day before.

Web site for details!
Please access to the official web site of
“20th Anniversary of Registration for the
World Heritage Site” for more information.

きる特別ツアー

【NOTICE】
・You need to be healthy to join the tours.
・Please apply for the tours by 17:00 a day before.
・We are not responsible for any accidents.
・Please follow the instructions of the tour guides.
・The tour contents can be changed in case of natural disasters etc.
・There is much snow in winter in Nikko. Please wear winter clothes.
・Even though you drop out of the tours in the middle of them,
we do not refund your payment.

Sponsorship Nikko City Tourism Association Co-sponsorship Nikko Shuntabi Club, Nikko Odekake Salon Cooperation Toshogu Shrine, Rinnoji Temple, Futarasan Shrine

