
施設名 地域 住所 電話番号 業種 利用クーポン

ステイ日光ゲストハウス 鬼怒川 日光市稲荷町二丁目360番地13ステイ日光ゲストハウス 0288-25-5303 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川温泉山楽 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原 0288-76-2211 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川グランドホテル夢の季 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1021 0288-77-1313 宿泊施設 紙・電子

静寂とまごころの宿七重八重 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1060 0288-77-2222 宿泊施設 紙・電子

きぬ川ホテル三日月 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1400 0288-77-2611 宿泊施設 紙・電子

伊東園ホテルニューさくら 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1060番地 0288-77-0048 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川ロイヤルホテル 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1426-2 0288-77-2111 宿泊施設 紙・電子

ホテルハーヴェスト鬼怒川 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原14-10 0288-76-0100 宿泊施設 紙・電子

ホテルサンシャイン鬼怒川 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原１４３７－１ 0288-77-2727 宿泊施設 紙・電子

リブマックスリゾート鬼怒川 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原2 0288-70-1911 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川温泉　ホテル万葉亭 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原390-3 0288-77-3900 宿泊施設 紙・電子

ホテル森の家 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原342-1 070-5556-3333 宿泊施設 紙・電子

鬼怒川　湯わん。 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原358 0288-25-6874 宿泊施設 紙・電子

星野リゾート　界 鬼怒川 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝 308 0570-073-011 宿泊施設 紙・電子

大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱鬼怒川観光ホテル 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝359-2 0288-77-1101 宿泊施設 紙・電子

ホテルニューおおるり 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝37ホテルニューおおるり 0288-76-1001 宿泊施設 紙・電子

きぬ川国際ホテル 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝540 0288-77-0019 宿泊施設 紙

一心舘 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝５４２―３ 0288-77-0008 宿泊施設 紙・電子

御宿一富士 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝798-1 0288-76-8466 宿泊施設 紙

鬼怒川温泉あさや 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝８１３ 0288-77-1111 宿泊施設 紙・電子

宿泊施設



きぬの宿　志季大瀞 鬼怒川 日光市小佐越　1-42 0288-76-3855 宿泊施設 紙

大江戸温泉物語　ホテル鬼怒川御苑 鬼怒川 日光市藤原1-1 0288-77-1071 宿泊施設 紙・電子

若竹の庄 鬼怒川 日光市藤原１３６ 0288-76-3000 宿泊施設 紙・電子

絹の渓谷　碧流 鬼怒川 日光市藤原19-25 0288-77-0818 宿泊施設 紙・電子

一柳閣本館 川治 日光市川治温泉高原46 0288-78-1111 宿泊施設 紙・電子

湯けむりの里柏屋 川治 日光市川治温泉高原６２湯けむりの里柏屋 0288-78-0002 宿泊施設 紙

リブマックスリゾート川治 川治 日光市川治温泉川治11 0288-78-11 宿泊施設 紙・電子

星野リゾート　界 川治 川治 日光市川治温泉川治22番地 0570-073-011 宿泊施設 紙・電子

おおるり山荘 日光 日光市湯元２５１９おおるり山荘 0288-62-2700 宿泊施設 紙・電子

森のうた 日光 日光市久次良町100番地 0288-53-0465 宿泊施設 紙・電子

あかりの宿ヴィラ・リバージュ 日光 日光市久次良町1814-1 0288-53-6188 宿泊施設 紙・電子

小槌の宿鶴亀大吉 日光 日光市安川町２－５３ 0288-54-1550 宿泊施設 紙・電子

大江戸温泉物語　日光霧降 日光 日光市所野1531-1 0288-50-1222 宿泊施設 紙・電子

リゾートインユミィ 日光 日光市所野1541-1418 0288-53-6000 宿泊施設 紙

ペンション高原の小枝 日光 日光市所野1541-2144 0288-53-3770 宿泊施設 紙

ペンション　アニマーレ 日光 日光市所野1541-432 0288-53-6000 宿泊施設 紙

別邸向日葵 日光 日光市七里813 0288-54-2603 宿泊施設 紙・電子

大江戸温泉物語　日光霧降 日光 日光市所野1531-1 0288-50-1222 宿泊施設 紙・電子

足立区立日光林間学園 日光 日光市所野1543-2 2088-54-1628 宿泊業 紙

YAMAの家 日光 日光市所野1543－23YAMAの家 0288-53-5851 宿泊業 紙・電子

ペンションユミィ 日光 日光市所野1547-45 0288-53-6000 宿泊施設 紙

タートル・イン・日光 日光 日光市匠町2-16 0288-53-3168 宿泊施設 紙・電子



ホテルファミテック日光駅前 日光 日光市松原町２６３－１ 0288-25-7772 宿泊施設 紙

日光金谷ホテル 日光 日光市上鉢石町1300番地 0288-54-0001 宿泊施設 紙・電子

日光東照宮晃陽苑 今市 日光市瀬尾 1640-14 0288-53-1150 宿泊業 紙

国民宿舎かじか荘 足尾 日光市足尾町5488国民宿舎かじか荘 0288-93-3420 宿泊施設 紙

旅籠なごみ 日光 日光市中宮祠2478 0288-55-0753 宿泊施設 紙

ホテル湖上苑 日光 日光市中宮祠２４７８ 0288-55-0500 宿泊施設 紙

日光中禅寺湖温泉ホテル花庵 日光 日光市中宮祠2480 0288-51-0105 宿泊施設 紙・電子

星野リゾート　界 日光 日光 日光市中宮祠2482-1 0570-073-011 宿泊施設 紙・電子

中禅寺金谷ホテル 日光 日光市中宮祠2482番地 0288-51-0001 宿泊施設 紙・電子

ホテル花の季 日光 日光市湯元２５４９－４ 0288-62-2426 宿泊施設 紙・電子

ほのかな宿　樹林 日光 日光市湯元2549-7 0288-62-2411 宿泊施設 紙・電子

奥日光高原ホテル 日光 日光市湯元2549番地６ 0288-62-2121 宿泊施設 紙・電子

奥の院ほてるとく川 日光 日光市日光2204奥の院ほてるとく川 02-8853-3200 宿泊施設 紙・電子

上屋敷平の高房 湯西川 日光市湯西川１４８３ 0288-98-0336 宿泊施設 紙・電子

ホテル湯西川 湯西川 日光市湯西川597 0288-98-0370 宿泊施設 紙・電子

彩り湯かしき花と華 湯西川 日光市湯西川６０１ 0288-98-0321 宿泊施設 紙・電子

湯西川白雲の宿山城屋 湯西川 日光市湯西川７１５番地 0288-98-0311 宿泊施設 紙

加仁湯 川俣 日光市川俣871 0288-96-0311 宿泊施設 紙

本家伴久 湯西川 日光市湯西川749 0288-98-0011 宿泊施設 紙・電子

ホテルファミテック明神 今市 日光市室瀬456-1 0288-22-2309 宿泊施設 紙



旅の宿　丸京 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1388-3 0288-76-0050 3.小売（お土産等） 紙・電子

鬼怒川温泉売店　ACCESS 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1390　鬼怒川温泉駅　改札外待合室内 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙

バウムクーヘン工房はちや 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1396-10 0288-77-1453 3.小売（お土産等） 紙

鬼怒川パークホテルズ 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1409 0288-77-1289 3.小売（お土産等） 紙・電子

御菓子処　青柳 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原17 0288-76-1197 3.小売（お土産等） 紙・電子

東武ワールドスクウェア　メルカドⅡ 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原209-1 0288-77-1005 3.小売（お土産等） 紙

東武ワールドスクウェア　メルカドⅠ 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原209-1 0288-77-1055 3.小売（お土産等） 紙

ツルハドラッグ　日光鬼怒川店 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原字坂ノ上 0288-70-1616 3.小売（お土産等） 紙・電子

鬼怒川プラザホテル 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝530鬼怒川プラザホテル 0288-76-1031 3.小売（お土産等） 紙・電子

まんじゅう処　おおあみ 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝543 0288-77-0133 3.小売（お土産等） 紙・電子

おみやげ処　すみ屋 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原１３９６－６ 0288-77-0821 3.小売（お土産等） 紙・電子

こけし堂日光江戸村店 鬼怒川 日光市柄倉470－2 0288-76-1637 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　鬼怒川店 鬼怒川 日光市高徳955-7 0288-77-0757 3.小売（お土産等） 紙

江戸ワンダーランド日光江戸村　恵比須屋 鬼怒川 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 3.小売（お土産等） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　越後屋 鬼怒川 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 3.小売（お土産等） 紙・電子

江戸ワンダーランド日光江戸村　奈美路や 鬼怒川 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 3.小売（お土産等） 紙・電子

寿晃堂 鬼怒川 日光市柄倉470-2 0288-21-3272 3.小売（お土産等） 紙・電子

花町屋 鬼怒川 日光市柄倉470-2 0288-76-1244 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光マイスイーツ店 鬼怒川 日光市柄倉783‐１ 0288-77-2805 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　バイバス店 鬼怒川 日光市柄倉783-9 0288-76-8722 3.小売（お土産等） 紙

日光甚五郎煎餅本舗　石田屋本店 日光 日光市 本町4-18 0288-53-1195 3.小売（お土産等） 紙・電子

お土産等



日光たまり漬本舗つるや　表参道店 日光 日光市安川町4‐1 0288-53-0887 3.小売（お土産等） 紙

日光カステラ本舗西参道店 日光 日光市安川町4-13 0288-53-0600 3.小売（お土産等） 紙・電子

文教スタヂオ　日光営業所 日光 日光市安川町4－23 0288-25-5758 3.小売（お土産等） 紙・電子

文教スタヂオ　SL大樹営業所 日光 日光市安川町4－23 0288-25-5758 3.小売（お土産等） 紙・電子

ツルハドラッグ　日光安良沢店 日光 日光市久次良町１７７３－１ 0288-25-6848 3.小売（お土産等） 紙・電子

ホテルジャパン日光 日光 日光市所野１５４１－３５ 0288-53-3111 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光遊印しの 日光 日光市松原町１０－１０ 0287-63-2211 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光カステラ本舗駅前店 日光 日光市松原町10-7 0288-53-6707 3.小売（お土産等） 紙・電子

雲ＩＺＵ日光店 日光 日光市上鉢石町1018 0288-25-5158 3.小売（お土産等） 紙

金谷ホテルベーカリー神橋店 日光 日光市上鉢石町1024番地 0288-54-1108 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光物産商会 日光 日光市上鉢石町1024番地 0288-54-1108 3.小売（お土産等） 紙・電子

ＮＩＫＫＯ・ＮＡＳＵのラスク屋さん 日光 日光市上鉢石町1039 0288-25-5138 3.小売（お土産等） 紙

吉田屋酒店 日光 日光市上鉢石町１０４４‐１ 0288-54-0167 3.小売（お土産等） 紙・電子

吉田屋酒店 日光 日光市上鉢石町１０４４‐１吉田屋酒店 0288-54-0167 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　中禅寺店 日光 日光市中宮祠2478‐15 0288-55-0701 3.小売（お土産等） 紙

東武日光売店株式会社 日光 日光市松原町4-3東武日光駅構内 0288-54-0670 3.小売（お土産等） 紙・電子

おみやげ処　八汐 日光 日光市松原町５番地１ 0288-54-0632 3.小売（お土産等） 紙・電子

東武日光売店　ACCESS 日光 日光市松原町4－3東武日光駅　改札外待合室内 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙

歌ヶ浜　山田屋 日光 日光市中宮祠２４８２番地 0288-55-0144 3.小売（お土産等） 紙・電子

三ツ山羊羹本舗 日光 日光市中鉢石町914 0288-54-0068 3.小売（お土産等） 紙

日光ゆば製造日光工場直売店 今市 日光市猪倉赤堀3589-6 0288-26-4890 3.小売（お土産等） 紙

Ｙショップ奥日光店 日光 日光市湯元2499（湯滝レストハウス内） 0288-62-8611 3.小売（お土産等） 紙



Yショップ奥日光店 日光 日光市湯元2499湯滝レストハウス内 0288-62-8611 3.小売（お土産等） 紙

ホテル山月　お土産処 日光 日光市湯元2541-1 0288-62-2424 3.小売（お土産等） 紙

奥日光小西ホテル 日光 日光市湯元2549-5 0288-62-2416 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　日光店 日光 日光市萩垣面2402-4 0288-53-3151 3.小売（お土産等） 紙

ツルハドラッグ　日光板橋店 今市 日光市板橋字東原３１７４－１ 0288-32-1268 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光ろばたづけ本店 今市 日光市文挾町438 0288-27-1122 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光カステラ本舗本店 日光 日光市本町1-8 0288-53-6171 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　本店 日光 日光市本町7‐40 0288-54-1591 3.小売（お土産等） 紙

下今市下りホーム売店　ACCESS 今市 日光市今市1110下今市駅下りホーム 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙

下今市上りホーム売店　ACCESS 今市 日光市今市1110下今市駅上りホーム 03-3623-0387 3.小売（お土産等） 紙

コジマ×ビックカメラ日光店 今市 日光市今市994-1 0288-21-1001 3.小売（お土産等） 紙

名水の郷日光おかき工房 今市 日光市芹沼1989-1 0288-31-1147 3.小売（お土産等） 紙・電子

日光たまり漬本舗つるや　今市店 今市 日光市川室10‐6 0288-21-7641 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　菓匠庵店 今市 日光市川室10‐7 0288-21-7723 3.小売（お土産等） 紙

日光たまり漬本舗つるや　田園日光店 今市 日光市大桑町865‐3 0288-21-7151 3.小売（お土産等） 紙

ツルハドラッグ　日光大沢店 今市 日光市大沢町字田端３１５－１ 0288-32-2268 3.小売（お土産等） 紙・電子

桓武平氏ゆかりの宿揚羽　売店部　 湯西川 日光市湯西川727－1 0288-98-0031 3.小売（お土産等） 紙



林家 日光 日光市安川町5-24 0288-54-0884 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

きぬ川不動瀧 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原656 0288-76-2008 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ものぐさの宿　花千郷 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝 0288-76-2525 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

はちやカフェ 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1396-43 0288-77-1453 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

食事処一富士 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝８０４ 0288-77-0231 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ザ・金谷テラス 日光 日光市松原町4-3東武日光駅構内 0288-54-0001 1.飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

源泉ゆの香 日光 日光市湯元2536 0288-62-2326 1.飲食店（酒類提供なし） 紙

奥日光森のホテル 日光 日光市湯元2551奥日光森のホテル 0288-62-2338 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

プティホテル　セ・ボン 日光 日光市久次良町１００番地 0288-53-3466 2.飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

ザ・リッツ・カールトン日光 日光 日光市中宮祠2482番地 0288-25-6666 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

けっこう漬本舗　今市インター店 今市 日光市平ケ崎390-2 0288-22-3197 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

古民家カフェびーどろ 今市 日光市瀬尾2943 070-7467-1126 2.飲食店（酒類提供あり） 紙

ショッピングプラザ　ホリデー 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1436-3 0288-76-8360 4.コンビニ・スーパー 紙

鬼怒川パークホテルズ 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1409 0288-77-1289 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

ホテル栂の季 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1438-1 0288-77-0002 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

ホテル大滝 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝１５５－１ 0288-77-3355 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

とりっくあーとぴあ日光 鬼怒川 日光市小佐越1-4 0288-77-3565 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

グランデイソーラ 鬼怒川 日光市小佐越３２０－１ 0288-77-3500 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

絵草紙　小池屋 鬼怒川 日光市柄倉４７０－２ 0288-25-5893 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

ゆ処　山月　五識の湯 日光 日光市湯元2533 0288-62-2166 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙

食事施設

観光施設・アクティビティ



ネイチャープラネット　日光本社 鬼怒川 日光市川治温泉高原42 0288-78-1177 14.体験型アクティビティ 紙・電子

NAOC 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝871 0288-70-1181 14.体験型アクティビティ 紙

江戸ワンダーランド日光江戸村　変身処時空 鬼怒川 日光市柄倉470-2 0288-77-1777 14.体験型アクティビティ 紙・電子

きぬがわ高原カントリークラブ 鬼怒川 日光市五十里字東山７２２ 0288-78-1010 16.スポーツ 紙・電子

うたかたフォトスタジオ 日光 日光市匠町８ー１５ 0288-25-7399 14.体験型アクティビティ 紙・電子

着物レンタルうたかた 日光 日光市中鉢石町９１８ 0288-53-6465 14.体験型アクティビティ 紙・電子

日光甚五郎煎餅　今市工場売店 今市 日光市森友23 0288-0288-2037 13.観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等） 紙・電子

体験村ファミテック明神 今市 日光市室瀬456-1 0288-22-2464 14.体験型アクティビティ 紙

湯西川ダックツアー（水陸両用バス） 湯西川 日光市西川478-1「道の駅 湯西川温泉」内 0288-78-0345 14.体験型アクティビティ 紙・電子



日光駅前店 日光 日光市松原町11-3 0288-50-1800 12.レンタカー 紙

日産レンタカー日光駅前店 日光 日光市松原町１－７ 0288-50-1523 12.レンタカー 紙

足尾駅 足尾 日光市足尾町掛水6 0288-93-2055 5.鉄道 紙

通洞駅 足尾 日光市足尾町松原13 0288-93-0855 5.鉄道 紙

川治温泉駅 鬼怒川 日光市藤原1077-4 0288-77-2355 5.鉄道 紙

龍王峡駅 鬼怒川 日光市藤原1357 0288-77-2355 5.鉄道 紙

新藤原駅 鬼怒川 日光市藤原399-28 0288-77-3777 5.鉄道 紙

上三依塩原温泉口駅 三依 日光市上三依804 0288-77-2355 5.鉄道 紙

川治湯元駅 川治 日光市川治温泉川治129-1 0288-77-2355 5.鉄道 紙

下今市駅前店 今市 日光市今市1104-7 0288-22-6200 12.レンタカー 紙

湯西川温泉駅 湯西川 日光市西川481-1 0288-77-2355 5.鉄道 紙

株式会社　鬼怒川タクシー 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉滝５１８ 0288-77-0033 タクシー・ハイヤー 紙・電子

有限会社　川治観光タクシー 川治 日光市川治温泉川治１８５ 0288-78-0240 タクシー・ハイヤー 紙・電子

三英自動車　株式会社 日光 日光市石屋町422番地 0288-54-1130 タクシー・ハイヤー 紙・電子

株式会社　大和交通 日光 日光市相生町１７７番地 0288-54-1515 タクシー・ハイヤー 紙・電子

鉄道・レンタカー・タクシー



春茂登旅館旅行事業部日光おでかけサロン 日光 日光市安川町６－４８日光千姫物語内 0288-54-5427 21.その他 紙

鬼怒川温泉駅ツーリストセンター 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原1390 0288-77-1158 21.その他 紙

リラマックス鬼怒川店 鬼怒川 日光市鬼怒川温泉大原2 0288-70-1911 21.その他 紙・電子

アイメガネ今市センショープラザ店 今市 日光市芹沼 1448-1 0288-23-0001 21.その他 紙・電子

渡邊佐平商店 今市 日光市今市450 0288-21-0007 21.その他 紙・電子

NEW今市給油所 今市 日光市今市53 0288-21-1486 21.その他 紙・電子

日光交通㈱　明智平ロープウェイ 日光 日光市細尾町深沢709 0288-55-0331 21.その他 紙・電子

東武日光駅ツーリストセンター 日光 日光市松原町４－３ 0288-54-0864 21.その他 紙

クスリのアオキ日光森友店 今市 日光市森友738番地 0288-25-6617 21.その他 紙

スワローレンタサービス株式会社湯沢　日光湯元店 日光 日光市湯元2553-7 0288-62-2235 21.その他 紙・電子

豊田今市給油所 今市 日光市豊田41-5 0288-30-1717 21.その他 紙・電子

紳士服コナカ　今市店 今市 日光市豊田446-1 0288-30-3335 21.その他 紙・電子

日光田母沢御用邸記念公園 日光 日光市本町8-27 0288-53-6767 19.文化施設（美術館､博物館等） 紙・電子

クスリのアオキ大沢店 今市 日光市木和田島1564番地13 0288-25-6131 21.その他 紙

ユニクロ 今市店 今市 栃木県日光市豊田44-1 0288-30-5133 21.その他 紙

その他


