
e-Bike サイクリングマップ
レベルに合わせた最適コースを紹介
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ikko city strolling cycling course 

初心者

beginner

歴史を巡る

風 を 切 っ て 歴 史 と 伝 統 の 地 を め ぐ る
Feelin’ tradition and history 
of Nikko by cycling around!!

Introducing courses for ‘beginner’ and ‘intermediate’

中級者

Intermediate

ライドを愉しむ
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course初心者 2 日光エリア～今市エリア往復・
大谷川コース

奥日光エリア 千手ヶ浜～
湯元温泉コース

日光エリア～鬼怒川温泉・
龍王峡周遊コース

奥日光エリアALLコース 日光エリア
ポタリングコース

奥日光エリア 
中禅寺湖畔コース

いろは坂
上り

中禅寺湖
華厳滝

明智平

千手ヶ浜

戦場ヶ原

英国・イタリア大使館
別荘記念公園

日光二荒山
神社中宮祠

中禅寺金谷ホテル

東武
日光駅

東武 下今市駅
日光金谷ホテル

日光東照宮

日光山温泉寺

龍王峡

鬼怒川温泉

行き行き
戻り戻り

いろは坂往復コース

course 1

名所名跡の日光エリアを中心に、西には中禅寺湖に代表され
る奥日光エリア、東に今市エリア、鬼怒川温泉エリアが広が
る。観光の名所やカフェ巡りを楽しむポタリングから、風光明
媚な景色をしっかり楽しむ本格サイクリングまで、全部で７つ
のコースから好みのコースを体力レベルに合わせて選べる。

日光エリアと奥日光エリアを結ぶいろは坂を往
復し、中禅寺湖畔の名勝を訪ねる山岳コース。
東武日光駅から中禅寺湖まで標高差約530m、
距離約20kmの登坂区間が続くため、初心者は
e-Bikeがおすすめ。中禅寺湖畔沿いでは、日光

二荒山神社中宮祠、日光山中禅寺、英国・イタ
リア大使館別荘記念公園、さらに華厳滝など人
気スポットをコンパクトに巡る。帰りは一方通行
のいろは坂を下る。いろは48音に例えた48カー
ブの文字板をカウントしながら楽しみたい。

日光エリアから中禅寺湖までの山岳道に挑戦

日光の魅力を再発見する厳選サイクリングコース

目的と体力に合わせた 7つの推奨コース 推奨：クロスバイク

Let’s rediscover the charm of Nikko by selected cycling courses!!

Let’s challenge the mountain road from Nikko City area to Lake Chuzenji

Irohazaka Round Trip Course Recommended: Cross bike
７ courses for various purposes and physical fitness levels

beginner

beginner

beginnerIntermediate Intermediate

Intermediate

Nikko has many famous places and sites. On the west side, Okunikko is known for 
Lake Chuzenji, and on the east side, Imaichi and Kinugawa Onsen areas are waiting 
for you. From strolling around the city’s sites and cafes to full-scale cycling for 
enjoying the scenic beauty, you can find a course that fits you.

A round trip along the Iroha Slope connecting Nikko 
City, Lake Chuzenji and Okunikko visiting the  
scenic spots along Lake Chuzenji. It’s a mountain 
course, and e-Bike is recommended for beginners. 

An uphill section’s gained altitude is about 530 m. Along 
the Lake, you can visit Nikko Futarasan-Jinja Chugushi 
Shrine, Nikko-zan Chuzen-ji Temple, British/Italian 
Embassy Villa Memorial Park, and Kegon Falls. 

Kinugawa Onsen

Ryuokyo Valley

Shimo-imaichi Station

Nikko Toshogu Shrine

Tobu-nikko 
Station

JR日光駅
JR Nikko Station

Nikko Kanaya Hotel

Nikko Futarasan-Jinja 
Chugushi Shrine

Nikko-zan 
Onsen-ji Temple

Senjogahara
Marshland

竜頭滝
Ryuzu Falls

Chuzenji Kanaya Hotel

Senjugahama Beach

Akechidaira

Kegon Falls

Lake Chuzenji

Iroha Slope 
Uphill

British / Italian Embassy
Villa Memorial Park

東武ワールド
スクウェア
TOBU World 
Square

江戸
ワンダーランド
日光江戸村
EDO 
WONDERLAND
Nikko Edomura

距離
Distance

獲得標高
Obtained altitude

所要時間
Time required

※各施設の営業時間は時期により異なりますのでご注意ください。 Please note that the business hours of each facility vary depending on the season.

N

中級者

Intermediate

ライドを愉しむ



248

121

日光杉並木街道
Cedar Avenue of Nikko

日光だいや川公園
Nikko Daiya River Park

サイクルショップ
かみやま
Cycle Shop KAMIYAMA

二宮尊徳記念館
日光市歴史民俗資料館
Ninomiya Sontoku Memorial Hall
Nikko Museum of History and Folklore

道の駅日光 日光街道
ニコニコ本陣
Roadside Station Nikko  Nikko Kaido
Niko Niko Honjin

行き行き

戻り戻り

東武日光駅

1km

Tobu-nikko Station

Imaichi Takio Shrine
今市瀧尾神社

Kamiimaichi
Station

上今市駅

119

旧日光街道
Old Nikko Kaido

119

119

JR日光駅

JR日光線
JR日光線

東武日光線
東武日光線

日光みそのたまり漬
上澤梅太郎商店
Nikko Miso no Tamari-zuke
Uwasawa Umetaro Shoten

N

トイレ 食事 給水

レンタサイクル
Rental cycle

サイクルスタンド

Toilet Meal
売店
Shop Water Supply

Bike racks
距離
Distance

獲得標高
Obtained altitude

所要時間
Time required

I N F O R M A T I O N

道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣
Roadside Station Nikko  Nikko Kaido Niko Niko Honjin

下今市駅SL展示館・転車台広場
Shimo-imaichi Station SL Exhibition Hall / Turntable Square

今市エリアの中心にある道の駅。
日光のグルメやお土産を集めた商
業施設｢ニコニコマルシェ」や｢船
村徹記念館」のほか、コンビニやト
イレも併設。

東武下今市駅には、レンガ造りの
機関庫と転車台が整備されてい
る。構内にはSL展示館（下今市駅
入場券または乗車券が必要）があ
りSLを深く知ることができる。
Shimo-imaichi Station has a brick- 
built locomotives’ warehouse and turn- 
table. You can enjoy SL exhibition hall  
inside by getting a ticket.

A popular Roadside station in the 
center of Imaichi area. It has "Niko 
Niko Marche," a complex of gourmet 
foods and souvenirs, and so on.

248

121

121

352

248

二宮尊徳記念館
日光市歴史民俗資料館
Ninomiya Sontoku Memorial Hall
Nikko Museum of History and Folklore

下今市駅SL展示館
転車台広場
Shimo-imaichi Station
SL Exhibition Hall
Turntable Square

報徳二宮神社
Hotoku Ninomiya-Jinja 
Shrine

戻り戻り

Imaichi Takio Shrine
今市瀧尾神社

Kamiimaichi
Station

上今市駅

119

上今市駅

東武下今市駅

JR今市駅
62

119

352

日光みそのたまり漬
上澤梅太郎商店
Nikko Miso no Tamari-zuke
Uwasawa Umetaro Shoten

サイクリングロードへ

初心者

beginner

歴史を巡る

日光東照宮への参道である日光杉並木と大
谷川沿いの整備された道をつないで、日光エ
リアと今市エリアをめぐるコース。下今市駅
は東武日光駅より約150m低地にあり、下今
市駅へは日光杉並木を緩やかに下る。木造
モダンな駅舎の下今市駅には人気のSL展示
館が併設。また、今市は、二宮尊徳終焉の地
としても知られ、記念館や報徳二宮神社も
ある。大谷川沿いは走りやすく、コースから
望む山並みは美しい。

日光エリア～今市エリア往復・大谷川コース
course2

日光杉並木と大谷川をつなぎ
SLと尊徳の縁の地を巡る

推奨：ミニベロ
Recommended: Mini velo

Nikko-Imaichi Round Trip / Daiya River Cycling Road

This course takes you through the city of Nikko and 
Imaichi, connecting Nikko cedar avenues (to Nikko 
Toshogu Shrine) and well-maintained road along the 
Daiya River. Shimo-imaichi Station, a modern wooden 
station, has a popular SL exhibition hall. Imaichi also 
has Ninomiya Sontoku memorial hall and Hotoku 
Ninomiya-Jinja Shrine. The road along the Daiya River 
is good for cycling and the view of the mountains from 
the course is beautiful.

Connecting cedar avenues and the Daiya River, 
and visiting historic places of SL and Sontoku

報徳二宮神社
Hotoku Ninomiya-Jinja Shrine

江戸後期、報徳思想を説いた二宮
金次郎こと二宮尊徳を祀る神社。
参道に立つ尊徳来福像の頭上の後
ろが”願い受け”になり、お金を投
げ入れると願いが叶うとされる。
A shrine dedicated to Kinjiro Ninomiya, who 
preached the idea of the virtues. If you 
throw money into the back of the Statue, 
your wish may come true!
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JR日光線

JR日光線

JR日光線

JR日光駅

14

122

戻り戻り

東武日光駅
Tobu-nikko Station

行き行き

247

169

サイクルショップ
かみやま
Cycle Shop KAMIYAMA

日光エリア ポタリングコース
course3

初心者

beginner

歴史を巡る

推奨：ミニベロ
Recommended: Mini velo

Nikko City Strolling Cycling Course

日光エリアの名所・史跡を訪ねるコース。東武
日光駅前から続く賑わいのあるメインストリー
トを緩やかに上り、憾満ヶ淵の入り口に駐輪
し、徒歩で散策。再び自転車に乗り、憾満ヶ淵
と並行する舗装路を進み大日橋で（自転車を
降りて）大谷川を渡る。その後、街中へ戻り、
日光市営西参道駐車場へ停めて日光の社寺
を巡ろう。日光二荒山神社の別宮であるパ
ワースポットの滝尾神社までは上り坂が続くの
でe-Bikeがおすすめ。趣ある明治の館で休憩
したのち、大谷川沿いを下り東武日光駅へ 。
This course takes you to famous places and historic 
sites in Nikko city. Taking a rest at Kanmangafuchi Abyss  
gives you a nice change. And you can enjoy cycling in 
the peaceful nature away from the city center. Back in 
the city, park your bike at Nikko city Municipal 
Nishi-sando parking lot and go around the temples and 
shrines of Nikko. An uphill ride to Takinoo-Jinja Shrine, 
a sacred power place, is another fun. It is a separate 
shrine of Nikko Futarasan-Jinja Shrine. (e-Bike is 
recommended)

徳川家康公を御祭神に祀る神社。
陽明門、三猿など芸術的建造物が
数多い。日光二荒山神社、日光山
輪王寺と合わせて「日光の社寺」と
して世界遺産に登録。
Together with Nikko Futarasan-Jinja 
Shrine and Nikko-zan Rinno-ji Temple, 
Nikko Toshogu Shrine is registered as a 
World Heritage Site. A very famous shrine.

日光エリアの観光名所めぐり
注目の滝尾神社へ
Visiting city’s sights and popular Takinoo-Jinja Shrine

日光東照宮
Nikko Toshogu Shrine

東武日光線

東武日光線

東
武
日
光
線

JR日光線

JR日光線

JR日光線

JR日光駅

14

122

戻り戻り

憾満ヶ淵
Kanmangafuchi Abyss

mekke 
日光郷土
センター
“mekke” 
Nikko Kyodo 
Center

日光くじら食堂

日光二荒山神社

滝尾神社

日光東照宮

明治の館

小杉放菴記念
日光美術館

日光珈琲御用邸通
Nikko Coffee Goyotei-dori

日光山輪王寺

大谷川

122

Daiya River

日光金谷ホテル
Nikko Kanaya Hotel

Takinoo-Jinja Shrine

Nikko Futarasan-Jinja Shrine

Nikko Toshogu Shrine

Meiji no Yakata

Kosugi Hoan Museum 
of Art, Nikko

Nikko-zan Rinno-ji Temple

Nikko Kujira Cafeteria

日光田母沢御用邸
記念公園
Nikko Tamozawa Imperial Villa 
Memorial Park

糠塚稲荷神社
大日橋

Nukazuka Inari Shrine

Dainichi Bridge

市営西参道
第１駐車場
Municipal Nishi-sando 
first parking lot

市営西参道
第 2駐車場
Municipal Nishi-sando 
second parking lot

点線部分は自転車を降り
て押して歩いてください。
並行した舗装路有り。
In the dotted line area, please get off 
and push your bike on foot. There is 
a paved road alongside this area.

N

鳥居の上部に空いている小さな穴
に、小石を3回投げて通すと幸運が
訪れるとされる今注目を集める日
光のパワースポット。本殿裏側には
立派な3本杉が立つ。

男体山の噴火でできた溶岩奇勝。
不動明王の石像の呪文の最後の句
から「かんまん」の名がついたとさ
れる。数えるたびに数が違うと言わ
れる化け地蔵が約70体並ぶ。

If you can throw a pebble into the small 
hole at the top of the torii gate, you will get 
good luck. This sacred power site of Nikko 
is gaining popularity recently.

A lava rock wonderland created by the  
eruption of Mt.Nantai. About 70 haunted 
Jizos stand and every time you count 
them, the number is different,,,,,,

滝尾神社 憾満ヶ淵
Kanmangafuchi AbyssTakinoo-Jinja Shrine

1km
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250

日光二荒山神社中宮祠
Nikko Futarasan-Jinja 
Chugushi Shrine

華厳滝
Kegon Falls

日光自然博物館
Nikko Natural Science 
Museum

日光アクティビティツアー Full Time
Nikko Activity Tour “Full Time”

ザ・リッツ・
カールトン日光
The Ritz-Carlton
Nikko

日光山中禅寺（立木観音）
Nikko-zan Chuzen-ji Temple 
Tachiki Kannon

英国大使館別荘記念公園
British Embassy Villa Memorial Park

イタリア大使館別荘記念公園
Italian Embassy Villa Memorial Park

中禅寺湖
Lake Chuzenji

行き行き

行き行き

戻り戻り

戻り戻り

中禅寺湖畔
ボートハウス
Chuzenji Lakeside 
Boat House

120

行き行き

戻り戻り

120

いろは坂下り
Iroha Slope Downhill

250

120

中禅寺湖
Lake Chuzenji

大谷川
Daiya River

徒歩のみ進入可。

120

中禅寺金谷ホテルコーヒーハウス
Chuzenji Kanaya Hotel Coffee House

中禅寺金谷ホテル
Chuzenji Kanaya Hotel

N

Accessible only by foot.

日本三名瀑のひとつである華厳滝を起点に、中
禅寺湖畔の人気観光スポットをつなぎ、ホテル
でティータイムを楽しめるお手軽コース。まず
中禅寺湖東岸沿いに走ると眼前に飛び込んで
くる朱色の日光山中禅寺。そして、歴史を感じる
英国・イタリア大使館別荘記念公園では自転車
から降りて散策。折り返し後はレイクサイド
ビューを満喫。終盤には男体山を望む景勝地に
鎮座する日光二荒山神社の中宮祠へ参詣する。

中禅寺金谷ホテルコーヒーハウス

日光山輪王寺の別院である日光山中禅寺
(立木観音)は、西暦784年日光開山の祖・
勝道上人により建立された。立木観音は、
勝道上人が湖上に千手観音様をご覧にな
り、その姿を桂の立木に彫ったと伝わる。

日光山中禅寺（立木観音）

日光の氏神様として祀られてきた日
光二荒山神社中宮祠。男体山麓に
鎮座する中宮祠は約1200年前に開
かれた古寺。境内にはサイクルスタ
ンドも常設され散策もおすすめ。

日光二荒山神社中宮祠

奥日光エリア 中禅寺湖畔コース
course4

奥日光エリアの魅力を
ギュッと凝縮

初心者

beginner

歴史を巡る

推奨：ミニベロ
Recommended: Mini velo

Lake Chuzenji Lakeside Course

A log cabin style restaurant with a  
view of Lake Chuzenji . Centennial  
Curry& rice , b read and cake f rom  
Kanaya Hotel bakery are popular!

Built in 784 by Shodo Shonin, the founder of 
Nikkozan, as an annex to Nikko-zan Rinno-ji 
Temple. It is said to be the image of the 
thousand-armed Goddess of Mercy on the lake.

Nikko Futarasan-Jinja Chugushi Shrine has 
been enshrined as the local deity of Nikko. It 
was built about 1200 years ago, and it sits at 
the foot of Mt.Nantai. Bike racks are available.

This is an easy course that starts from Kegon Falls, 
one of the three major waterfalls in Japan, and 
connects popular spots along the shores of Lake 
Chuzenji including a tea time at a hotel.  First, as 
you go along east shore, you see vermilion 
Nikko-zan Chuzen-ji Temple. Then, after turning 
around at the British/Italian Embassy Villa 
Memorial Park, you visit Nikko Futarasan-Jinja 
Chugushi Shrine, which is located in a  scenic spot 
overlooking Mt.Nantai.

Nikko Futarasan-Jinja Chugushi ShrineNikko-zan Chuzen-ji Temple Tachiki KannonChuzenji Kanaya Hotel Coffee House

This is “the charm of Okunikko” course!

1km

中禅寺金谷ホテルの直営の中禅寺湖を
望むログハウススタイルの軽食喫茶レスト
ラン。百年ライスカレー、金谷ホテルベー
カリーのパンやケーキセットが人気。ホテ
ル本館でも喫茶やランチを楽しめます。



中禅寺金谷ホテル
Chuzenji Kanaya Hotel

三本松茶屋
Sanbonmatsu Chaya

竜頭滝
Ryuzu Falls

千手ヶ浜
Senjugahama Beach

光徳牧場
Kotoku Ranch

日光山温泉寺
Nikko-zan Onsen-ji Temple

行き行き

行き行き

行き行き
行き行き

戻り戻り

戻り戻り

戻り戻り

中禅寺湖
Lake Chuzenji

120

ゲート有り。車は進入不可。
自転車はゲート脇から進入可。

道中の林道、木道、砂浜は
自転車の乗り入れ不可。
Bicycles are not allowed on forest road, 
boardwalk and sandy beach area.

A gate prevents cars from entering
but bikes can enter from the side.
Please be careful not to interfere with 
low-emission bus traffic.ラムサール条約登録湿地

Ramsar Convention registered wetlands
RC

湯元温泉
Yumoto Onsen

日光湯元
ビジターセンター
Nikko Yumoto Visitor Center

湯ノ湖
Lake Yunoko

RC

戦場ヶ原
Senjogahara Marshland

RC

RC

小田代原
Odashirogahara MarshlandRC

中禅寺
温泉
Chuzenji 
Onsen

N

120

看板
signboard

低公害バスの通行の支障に
ならないようご注意ください。

湯元温泉に位置する温泉に浸かれるお寺と
して知られる日光山温泉寺。レンタサイクル
のある中禅寺金谷ホテルを起点に、奥日光
の景勝地である千手ヶ浜、さらに広大な湿
地帯の戦場ヶ原へ。千手ヶ浜へは国道120
号からゲートのある細い市道へ入り、小田代
原へ向かう。また、広大な湿地帯である戦
場ヶ原の途中には三本松茶屋、光徳沼の光
徳牧場も休憩スポットとしておすすめ。コー
ス全体を通して緩やかな起伏がある。

奥日光エリア 千手ヶ浜～湯元温泉コース
course5

歴史と雄大な自然美
日光の奥座敷へ

推奨：クロスバイク
Recommended: Cross bike

Senjugahama Beach-Yumoto Onsen Course

Nikko-zan Onsen-ji Temple is known as a temple where 
you can enjoy hot springs located in Yumoto Onsen. 
Starting from Chuzenji Kanaya Hotel, where you can 
rent a bike, you will go to Senjugahama Beach, a  scenic 
spot in Okunikko. And then to Senjogahara Marshland,  
a vast wetland. On the way to Senjogahara Marshland, 
Sanbonmatsu Chaya and Kotoku Ranch in Kotokunuma 
Swamp are recommended as rest spots. Gentle ups and 
downs throughout this course are relaxing.

History and majestic beauty of nature
to the inner charm of Okunikko

中級者

Intermediate

ライドを愉しむ

千手ヶ浜
Senjugahama Beach

マイカー規制がされ、奥日光の自然
が残る中禅寺湖西岸の美しい浜
辺。日本の秘境100選に選ばれ、男
体山を望む穏やかな湖面が美しい。
道中に弓張峠の峠越えがある。
The beautiful beach on the west shore of 
Lake Chuzenji. Selected as one of the 
100 mysterious lands in Japan, and calm 
surface of the lake is beautiful. 

日光山温泉寺
Nikko-zan Onsen-ji Temple

日光山輪王寺の別院である日光山
温泉寺。源泉が湧く湯ノ平湿原の
すぐ隣にあり、源泉から引いた温泉
をだれでも『立寄り湯』として楽し
める珍しい寺である。
●温泉寺開門期間／4月下旬～12/上旬
●受付時間／9：00～閉門1時間前
※法要その他の理由で閉門（臨時休業）
となる場合あり。
A branch temple of Nikko-zan Rinno-ji 
Temple, located just next to Yunodaira 
marsh. At this unique temple, tourists  
enjoy stopping by for a nice hot spring!

光徳牧場
Kotoku Ranch

開場は明治30年、日光国立公園内
に位置する広さ約3万平方メートル
の牧場。美しい動植物に出会え、
光徳沼も徒歩圏内。搾りたての牛
乳やソフトクリームを楽しめる。
Opened in 1897. Located in Nikko  
National Park. You can see beautiful 
animals and plants, and Kotokunuma 
Swamp is within walking distance. 

1km



三本松茶屋（戦場ヶ原）

中禅寺
金谷ホテル

千手ヶ浜

高徳牧場

日光山温泉寺

日光二荒山
神社中宮祠
Nikko Futarasan-Jinja 
Chugushi Shrine

日光山温泉寺
Nikko-zan Onsen-ji Temple

千手ヶ浜
Senjugahama Beach

日光山中禅寺（立木観音）
Nikko-zan Chuzen-ji Temple Tachiki Kannon

三本松茶屋
Sanbonmatsu Chaya

英国大使館別荘記念公園
British Embassy Villa Memorial Park

イタリア大使館別荘記念公園
Italian Embassy Villa Memorial Park

行き行き

行き行き

行き行き

戻り戻り

戻り戻り

120
120

250

中禅寺湖
Lake Chuzenji

ラムサール条約登録湿地

徒歩のみ進入可。
道中の林道、木道、砂浜は
自転車の乗り入れ不可。

120

中禅寺金谷ホテル 
コーヒーハウス
Chuzenji Kanaya Hotel
Coffee House

中禅寺金谷ホテル 
Chuzenji Kanaya Hotel 日光自然博物館

Nikko Natural Science Museum

行き行き

戻り戻り
湯元温泉
Yumoto Onsen

中禅寺
温泉
Chuzenji 
Onsen

戦場ヶ原
Senjogahara 
Marshland

小田代原
Odashirogahara 
Marshland

湯ノ湖
Lake Yunoko

Ramsar Convention registered wetlandsRC

RC

RC

RC

RC

N

華厳滝
Kegon Falls

日光アクティビティツアー Full Time
Nikko Activity Tour “Full Time”

日光湯元
ビジターセンター
Nikko Yumoto Visitor Center

Bicycles are not allowed on forest road, 
boardwalk and sandy beach area.

ゲート有り。車は進入不可。
自転車はゲート脇から進入可。

A gate prevents cars from entering
but bikes can enter from the side.
Please be careful not to interfere with 
low-emission bus traffic.

低公害バスの通行の支障に
ならないようご注意ください。

ザ・リッツ・カールトン日光
The Ritz-CarltonNikko

竜頭滝
Ryuzu Falls

Accessible only by foot.

奥日光エリア ALLコース
course6Okunikko ALL Course

三本松茶屋
Sanbonmatsu Chaya

華厳滝
Kegon Falls

標高約1,300mの高地に広がる中禅寺湖や戦
場ヶ原、日光湯元温泉に代表される奥日光エリ
アを1日で駆け抜ける距離約50kmのフルコー
ス。千手ヶ浜へ向けた約12km続く森林浴を楽し
めば、中禅寺湖西岸の美しい浜辺に出会える。
その後、広大な湿原の広がる戦場ヶ原へと向か
い湯元温泉へ。白濁した硫黄泉の源泉が湧き出
る趣のある奥日光湯元温泉にある温泉寺で折り
返し、中禅寺湖畔の東岸の人気観光スポットを
巡る。後半は湖畔沿いの平坦な道が続く。

日光国立公園・
ラムサール条約登録湿地を巡り
奥日光エリアの自然を堪能する

This is a full course that runs through Lake Chuzenji 
and Okunikko area in one day. Lake Chuzenji, which is 
located at an altitude of 1300m, and Okunikko area, 
represented by Senjogahara Marshland and Yumoto 
Onsen. After you enjoy 12km forest path toward 
Senjugahama Beach, you can see the beautiful beach 
on the west shore of Lake Chuzenji. After that, we go 
to Yumoto Onsen and turn around at unique Nikko-zan 
Onsen-ji Temple!

Going through Nikko National Park and 
Ramsar Convention registered wetlands,
feel and enjoy the nature of Okunikko.

推奨：クロスバイク
Recommended: Cross bike

中級者

Intermediate

ライドを愉しむ

中禅寺湖から流れ出る落差97mの
ダイナミックさが特長の日本三名
瀑のひとつ。エレベーターで行ける
観爆台から間近で見る滝つぼや、
四季折々の風景が魅力。

創業は明治初期、奥日光の中でも
古い歴史を持つ老舗。日光国立公
園内にあり、立ち寄り処として親し
まれてきた。蕎麦やうどんの他に、
季節限定メニューも楽しめる。

英国・イタリア大使館別荘記念公園
British/Italian Embassy Villa Memorial Park

1896年に英国外交官のアーネスト・サト
ウにより建てられた英国大使館別荘記念
公園は、国際的避暑地「奥日光」の原点。
市松模様のモダンな外壁が美しいイタリ
ア大使館別荘記念公園も並び建つ。
The British Embassy Villa Memorial Park, built in 
1896, is the origin of Okunikko as an international 
summer resort. The Italian Embassy  Villa Memorial 
Park has beautiful modern checkered exterior. 

Founded in Meiji era , it is an old shop/
restaurant in Okunikko. Located in Nikko 
National Park and it’s been loved as a cozy 
place to stop by. Soba, Udon, etc. are served.

The dynamic 97m drop flowing out from Lake 
Chuzenji is one of the three major waterfalls in 
Japan. You can enjoy a fascinating view of the 
waterfall basin.

1km



東武日光駅
Tobu-nikko Station

東武ワールドスクウェア
TOBU World Square

東武 鬼怒川温泉駅
Kinugawa-onsen
Station

日光杉並木街道
Cedar Avenue of Nikko

二重並木
Niju Namiki

倉ヶ崎SL花畑
Kuragasaki 
SL Flower Garden

江戸ワンダーランド
日光江戸村
EDO WONDERLAND
Nikko Edomura

龍王峡
Ryuokyo Valley

行き行き

行き行き

戻り戻り

戻り戻り
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121
119

121

121

19

19

247

121

119

鬼怒川温泉
Kinugawa Onsen

N
サイクルショップ
かみやま
Cycle Shop KAMIYAMA

日光エリア～鬼怒川温泉・龍王峡周遊コース
course7Nikko-Kinugawa Onsen / Ryuokyo Valley Tour Course

日光エリアから今市エリアを経由して、鬼怒川
温泉エリアを満喫するコース。東京の奥座敷・
鬼怒川温泉まではストレスの少ない快適な国
道121号線を北上。鬼怒川温泉駅ではタイミン
グが合えばSL大樹を見ることができる。さらに
鬼怒川上流には、自然の造形美が魅力的な龍
王峡。帰りは県道19号を南下。東武日光駅を拠
点にした距離約49km。日光江戸村、東武ワー
ルドスクウェアなど人気観光地にも立ち寄り、
終盤は起伏のあるコースを爽快に走れる。

人気観光地を駆け抜け
渓谷美の龍王峡を目指す

This course takes you from downtown Nikko via  
Imaichi to Kinugawa Onsen area. At Kinugawa-onsen 
Station, you can see SL TAIJU (if your timing is right). 
In the upper reaches of the Kinugawa River, you find 
the magical beauty of Ryuokyo Valley. On the way 
back, go south along the Prefectural road No.19. You 
can also stop at popular spots such as Nikko Edomura 
and TOBU World Square. At the end, riding along the 
undulating course is refreshing!

From popular spots to the beautiful Ryuokyo Valley

推奨：クロスバイク
Recommended: Cross bike

中級者

Intermediate

ライドを愉しむ
倉ヶ崎SL花畑
Kuragasaki SL Flower Garden

SL大樹の車窓から季節の花々を楽
しんでいただくほか、冬季のイルミ
ネーションなど、SL写真ファンばか
りでなく地域の憩いのエリアとなっ
ている。
Both SL photo fans and local people 
also enjoy seasonal flowers and LED 
illumination’s beauty (in winter) from the 
windows of SL TAIJU. Nice area!

龍王峡
Ryuokyo Valley

鬼怒川温泉の北側に位置し、奇岩
怪石と鬼怒川の美しい流れが融合
した岩と水の渓谷美。2200万年前
の海底火山の噴出により形成さ
れ、永年侵食を続けている。
Ryuokyo Valley is where you can enjoy 
beautiful scenery of the Kinugawa River 
and the strange and mysterious rocks 
which was formed 22 million years ago !!

日光杉並木街道
Nikko Cedar Avenue

約400年前、徳川家康公の33回忌に
あたる1648年に忠臣・松平正綱が日
光東照宮への参道として寄進。立派な
杉の木が12,126本※そびえる。全区間
で、自転車の走行が可能。※2021.3.3時点 
It was donated nearly 400 years ago, in 1648, on 
the 33rd anniversary of the death of Tokugawa 
Ieyasu by his loyal retainer, Masatsuna Matsudaira, 
as the approach to Nikko Toshogu Shrine. Around 
12,126 cedar trees stand tall. Though some roads 
are unpaved, you can go and enjoy cycling !

1km



e-Bike のレンタル

日光の観光サイクリングにはレンタサ
イクルがおすすめ。詳細は各施設にお
問い合わせください。

For sightseeing cycling in Nikko, rental 
services are recommended. For details, 
please call: Nikko Natural Science 

未舗装路走行にも対応
し、本格的な坂道も強
力アシスト力で快走。
No wor r ies  fo r  cyc l ing  
on  r ough  r oads  and  
up  ve r y  s t eep  s l opes !

Easy even for a peti te 
pe r son .  A l so  easy  t o  
hand le  anywhe re .

小柄な人でも乗りやす
く、小回りが利き、街
中の移動が快適。

クロスバイク ミニベロ

発行元／一般社団法人DMO日光　TEL：0288-25-3320

2022年2月発行

パワーモード

（ターボ turbo）

約100km

パワーモード

約31km

 Cross bike

 Electric bike rentals

 Mini velo

（ Published by General Incorporated Association DMO Nikko ）

フル充電
走行可能距離
Fully charged mileage

Power mode
Power mode

※アシストレベルの選択や走行環境の違いにより変動します。
It varies depending on the selection of assist level and the difference in driving environment.

●日光自然博物館 TEL：0288-55-0880
●中禅寺金谷ホテル TEL：0288-54-0007
●mekke 日光郷土センター TEL：0288-25-5715
●サイクルショップかみやま TEL：0288-54-0767
●日光アクティビティツアーFull Time 
　TEL：070-4346-8506

Museum (Tel:0288-55-0880),
Chuzenji Kanaya Hotel (Tel:0288-54-0007),
“mekke” Nikko Kyodo Center (Tel:0288-25-5715)
Cycle Shop KAMIYAMA (Tel:0288-54-0767),
Nikko Activity Tour “Full Time” (Tel:070-4346-8506)

A C C E S S

宇都宮 日光

下今市
浅草東武特急

｢スペーシア」
電
車 JR・東武

直通特急

東北新幹線

マロニエ号

東北急行バス
日光～東京線

train

自
動
車C
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Shimo-
imaichi

Nikko

東武
日光 約2時間

約1.5時間

約3.5時間

約3時間

Tobu-
nikko

Utsunomiya

新宿
Shinjuku

Tohoku Shinkansen

池袋
Ikebukuro

浦和
Urawa

大宮
Omiya

大宮
Omiya

東京
Tokyo

上野
Ueno

JR日光駅前
 Nikko Station

成田空港第 3ターミナル

片道4600円 ※運行は4～１１月のみ、要確認。～2022年2月現在運休中。

Narita Airport Terminal 3

One way 4600 yen

片道2500円/往復4000円
One way 2500 yen / Round trip 4000 yen

Check the service only from April to November. Not in service as of February 2022.

Airport Liner Maronie
成田空港第 2ターミナル
Narita Airport Terminal 2

成田空港第 1ターミナル
Narita Airport Terminal 1

東武日光駅
Tobu-nikko

東京駅 八重洲南口・日本橋口
Tokyo Station Yaesu South Exit / Nihombashi ExitTohoku express bus

Nikko-Tokyo Line

Asakusa
とうきょうスカイツリー
Tokyo Skytree 

Tobu Limited Express SPACIA

2h

1.5h

3.5h

3h

19min1h

Direct Limited Express

外環道

宇都宮I.C 大沢I.C 日光I.C
OsawaUtsunomiya

Tokyo-Gaikan Expressway

首都高
 Metropolitan Expressway

浦和I.C
Urawa

Nikko

東北自動車道 Tohoku Expressway 日光・宇都宮道路
約19分約1時間約98.2㎞

約25㎞

約12.1㎞

Nikko / Utsunomiya Road

圏央道
Ken-O Expressway

北関東道
Kita-Kanto Expressway


