
報道機関各位                             2015年 10月 7日 

  日光市観光情報発信センター 

この度、日光市観光情報発信センター（所在地：東京都千代田区内幸町 2-2-1 日本

プレスセンタービル 8 階 下野新聞社 東京支社内）は、日光市の紅葉見ごろのピー

ク情報を発表いたします。 

日光の紅葉は、場所によって標高差があり、9月下旬から 11月までの長い期間紅

葉が見られます。400年式年大祭の日光東照宮周辺のピークは、10月 30日（金）～

11月 8日（日）と予想いたします。 

また、その期間内でも最も紅葉がきれいに観られる週末は、10 月 31 日（土）、    

11 月 1 日（日）となる見込みです。 

紅葉に合わせライトアップイベントが開催されますので、合わせてご紹介いただけ

ますよう、宜しくお願い申し上げます。 

ライトアップ日光 2015 

期間：平成 27 年 10 月 30 日（金）～11 月 1 日（日） 

会場：世界遺産「日光の社寺」（外観） 

入場料：無料       18：00-21：00 

日光山輪王寺逍遙園ライトアップ 

期間：平成 27年 10月 25日（日）～11月 15日（日） 

会場：日光山輪王寺 逍遙園 

入場料：300 円      16：00-20：00 

星野家の日本庭園ライトアップ 

期間：平成 27 年 10 月 24 日（土）～11 月 15 日（日）  

会場：星野家（清滝養鱒場） 

入場料：400 円      17：00-20：30 

 

【本リリースに関する報道関係者様のお問い合わせ先】 

日光市観光情報発信センター 担当：加藤 

TEL：03-5510-5221  携帯：090-5416-4700 

日光市の紅葉ピークを発表！ 

今年の紅葉の見頃は例年より少し早め 

400年式年大祭の日光東照宮の紅葉のピークは 

10月30日（金）～11月8日（日）の見込み 

週末の紅葉狩りは10月31日（土）、11月1日（日）がおすすめ！ 



日光・紅葉エリア別見ごろ予報             10 月 7 日現在 

日光市内の紅葉見ごろ場所 見ごろの時期（現在の見込み） 

奥日光エリア 紅葉情報と参考情報 

■中禅寺湖・いろは坂・華厳の滝 

奥日光エリア 

 

10 月 15 日（木）～10 月 31 日（土） 

・中禅寺湖は木々の種類が多い八丁出島が紅

葉スポットとして人気があります。 

・いろは坂は車中からでも山裾に広がる紅葉

を楽しむことができ、標高差もあるので紅葉

前線が下りていく眺めも絶景。途中の黒髪

平・明智平からは関東平野までも見渡せる大

パノラマ。男体山・中禅寺湖も一望できます。 

■戦場ヶ原・小田原が原 奥日光エリア  

 

9 月 25 日（金）～10 月 31 日（土） 

・草紅葉（くさもみじ）が見頃です。 

・カラマツの黄葉は 10 月下旬が見頃です。 

（草紅葉は９月下旬～、他紅葉は１０月下旬

ころまで） 

■日光二社一寺   日光エリア 

（日光東照宮・輪王寺・二荒山神社） 
10 月 30 日（金）～11 月 8 日（日） 

・紅葉に合わせライトアップイベントが開催

されます。 

■竜頭の滝     奥日光エリア 

 

9 月 25 日（金）～10 月 10 日（日） 

・上流では現在見頃です。滝下も色づきが進

みつつあり、あと数日で見頃を迎えます。 

■湯元（湯ノ湖・湯滝） 奥日光エリア 

 

10 月 6 日（火）～10 月 18 日（日） 

・湯ノ湖は標高 1478ｍにできた堰き止め湖。

周囲 3ｋｍの湖は、１時間でまわることがで

き、ハイキングコースとしても楽しめます。 

・湯滝は奥日光三名瀑のひとつです。 

■日塩もみじライン   鬼怒川エリア  

 

10 月 6 日（火）～10 月 31 日（土） 

・日塩もみじラインは鬼怒川・川治温泉と塩

原温泉を結ぶ 28.5ｋｍの道路。四季折々の景

色を楽しめるも紅葉の季節は圧巻。富士見台

の展望台からは女峰山や霧降高原など日光の

景色を眺望でき、絶景ドライブを楽しめます。 



■霧降の滝    日光エリア  

 
10 月 16 日（金）～11 月 3 日（火） 

・霧降高原と大笹牧場を結ぶ六方沢の紅葉

も一見の価値ありです。ハイキングも人気。 

足尾エリア  

■足尾・庚申山    足尾エリア 

 

10 月 16 日（金）～10 月 31 日（土） 

・わたらせ渓谷鉄道から眺める鮮やかな紅葉

の景色は絶景です。 

・庚申山はモミジ、カエデ・ナナカマドなど

鮮やかな木々の葉の配色で山肌が隠されるほ

ど。近くには庚申七滝もあり人気です。 

鬼怒川・川治エリア  

■龍王峡       鬼怒川エリア   

 

10 月 16 日（金）～11 月 1 日（日） 

・鬼怒川・川治随一の景勝地として有名です。 

むささび橋、虹見橋が絶景ポイントで鮮やか

な紅葉を眺めることが可能です。 

■鬼怒川温泉    鬼怒川エリア 

 
10 月 20 日（火）～11 月 8 日（日） 

・ラフティングなどのアクティビティも充実

しています。 

■川治温泉      川治エリア    

 
10 月 16 日（金）～11 月 1 日（日） 

・11/1 に「秋の紅葉まつり・仕掛け花火ショ

ー」が開催されます。 

今市エリア  

■日光だいや川公園   今市エリア  

 

11月 1 日（日）～11月 10日（火）・

イロハモミジやヤマモミジは赤色に、イヌシ

デやコナラは黄色に色づき、美しいグラデー

ションがお楽しみいただけます。 

やすらぎの池、アスレチック付近など園内各

所で美しい紅葉が堪能できます。 



■日光からの紅葉イチオシ情報 

あまり知られていない３つの穴場紅葉スポットをお届けします。 

１ ハンターマウンテン・紅葉ゴンドラ ～紅葉を空から堪能できる穴場スポット！～ 

 ※紅葉の見ごろ…１０月６日（火）～３１日（土） 

メディアではまだあまり取り上げられていない、鬼怒川と

塩原温泉を結ぶ標高 1,000ｍを超える高原道路「日塩（に

ちえん）もみじライン」。赤や黄色に染まる木々の間を駆

け抜けるドライブは爽快です。また、「日塩もみじライン」

沿いには「ハンターマウンテン紅葉ゴンドラ」があり、ロープウェイに乗って空から紅葉パノラ

マを楽しめます。６人乗りロープウェイで約１０分、一気に標高 1,600ｍの山頂に向かいます。

山頂の遊歩道を歩いていくと関東平野や日光連山を一望できる展望台があり、こちらから見渡す

紅葉は別格です。 

２ 山王林道 ～ 雄大な紅葉が楽しめる穴場ドライブコース～ 

※紅葉の見ごろ・・・10 月 15 日（木）～31 日（土） 

 奥日光の光徳牧場から川俣温泉にぬける山王林道では途中、男体

山や戦場ヶ原の雄大な景色が眼下に広がり、迫力満点の紅葉が楽し

めます。いろは坂の交通渋滞を避けたい時には最適なコース。奥日

光、川俣温泉どちらを起点にしても温泉があるのでドライブ帰りに

入浴を楽しむこともできます。 

3 三依地区の銀杏並木    

※紅葉の見ごろ・・・10 月 20 日（火）～31 日（土） 

 日光市の最北に位置する三依地区。あまり知られていませんが、銀杏並木の紅

葉がとても美しく穴場スポットです。日光駅からは車で１時間半ほどで行くこと

が可能です。 

 

 

 

■日光東照宮 400年式年大祭 

今年は徳川家康公の奉御奉祀 400 年を迎える節目の年として、50 年に一度の式年大祭が盛大に

執り行われます。 

日光東照宮 400 年式年大祭 今後のイベント日程 

・10 月 15 日（木） 四百年式年大祭記念 ホースバックアーチェリー世界大会  

・10 月 16 日（金） 四百年式年大祭記念 日光東照宮流鏑馬公演 

・10 月 17 日（土） 百物揃千人武者行列  

・10 月 17 日（土）、18 日（日） 奉祝大祭 


