
 

 

 

 

 

 
２０１５年６月１１日 

 
 

 

 

 

 

 
 

東武鉄道株式会社 
 

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、２０１５年７月１日（水）～９月３０日（水）まで「徳川家

康公奉斎四百年記念御朱印ラリー オリジナル御朱印帳 第２弾」を発売します。 

今年４月１日（水）から、日光東照宮四百年式年大祭（御祭神 徳川家康公 奉祀四百年）を記念し

て“徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー”を実施し、オリジナル御朱印帳（第１弾）を２，０００

冊限定で発売しましたが、既に完売となり大変ご好評をいただきました。 

今回、より多くのお客さまに同御朱印ラリーを楽しんでいただくため、「オリジナル御朱印帳」と授

与される「特別祈祷お守り」のカラーを前回のピンク色から、夏季期間に合わせて避暑地としても知

られる日光の清涼な川水などをイメージしたブルー色に一新したほか、「オリジナル御朱印帳」にイラ

スト調でデザインされている日光東照宮の“眠り猫”、“三猿（見ざる 言わざる 聞かざる）”や特

急スペーシアに、今年４月より運行を開始した特別塗装列車「日光詣スペーシア」を追加し、第２弾と

して発売します。 

徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリーは、「東武グループ中期経営計画2014～2016」における日

光・鬼怒川地区等沿線観光地の活力創出策の一環として、今年４月１日（水）～９月３０日（水）

まで実施しているもので、上野・浅草から日光へと誘客を図り、交流人口の増加による沿線活性化

を目的としています。参加方法は、浅草駅や東武日光駅など東武線の４駅売店および特急スペーシ

ア車内販売営業列車にて、「オリジナル御朱印帳」をお買い求めのうえ、浅草神社・上野東照宮・

日光東照宮の三神社にてオリジナル御朱印を集めていただきます。三神社のオリジナル御朱印を全

て集めると、特典として三神社いずれかで祈祷した「特別祈祷お守り」（日光東照宮の“眠り猫”

をデザイン）を授与します。 

また、特急スペーシア車内販売でオリジナル御朱印帳をご呈示のうえ特製スタンプを押してもら

うと、東京ソラマチ®内の東武グループツーリストプラザにて、特急スペーシアや日光の観光スポッ

トなどをデザインした「日光女子旅ロールシール」のプレゼントもあります。 

概要は別紙のとおりです。 

以 上 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

△「オリジナル御朱印帳 第２弾」 イメージ              △「特別祈祷お守り」イメージ 

 

※お問い合わせは東武鉄道お客さまセンター ０３－５９６２－０１０２ 

 

 

７月１日（水）から 

「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー オリジナル御朱印帳 第２弾」を 

発売します！ 

ご好評につき、オリジナル御朱印帳＆特別祈祷お守りのカラーを一新した第２弾が登場!! 



＜別 紙＞ 
 

「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー オリジナル御朱印帳 第２弾」の発売 
および「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー」の概要 

 

１「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー オリジナル御朱印帳 第２弾」の発売について 

（１）名  称 徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー オリジナル御朱印帳 第２弾 

        ※御朱印帳（表紙）のカラーは、夏季期間に合わせて避暑地としても知られる日光の

清涼な川水などをイメージしたブルー色になっています 

（２）発売期間 ２０１５年７月１日（水）～９月３０日（水）まで 

（３）発売箇所 

①東武線 浅草駅、北千住駅、東武日光駅、鬼怒川温泉駅の売店 

②特急スペーシア車内販売営業列車（下り１３本、上り１３本 計２６本） 

・下り１３本 

けごん１号、きぬ１０３号、きぬ１０５号、けごん７号＊、きぬ１０９号、きぬ１１１号、

きぬ１１３号、きぬ１１５号、きぬ１１７号、きぬ１１９号、きぬ１２１号＊、 

きぬ１２３号、きぬ１２５号 

※けごん７号＊、きぬ１２１号＊は、７／２０～８／３１、９／２１～１１／２３のみ運転

いたします 

・上り１３本 

 けごん１４号、きぬ１１６号、きぬ１１８号、けごん２０号＊、きぬ１２２号、 

きぬ１２４号、きぬ１２６号、きぬ１２８号、きぬ１３０号、きぬ１３２号、 

きぬ１３４号＊、きぬ１３６号、きぬ１３８号 

※けごん２０号＊、きぬ１３４号＊は、７／２０～８／３１、９／２１～１１／２３のみ運

転いたします 

    ※特急スペーシア車内販売は、北千住～下今市間の区間のみで発売いたします 

    ※各列車の販売個数には限りがありますので、売り切れとなる場合があります 

（４）発 売 額 

・１冊 １，０００円（税込） 

 ※発売個数には限りがありますので、売り切れとなる場合があります 

※オリジナル御朱印帳は、特急スペーシア（日光詣スペーシアを含む）や日光東照宮の“眠

り猫”、“三猿（見ざる 言わざる 聞かざる）”をイラスト調にデザインしています 

※オリジナル御朱印帳には、浅草神社・上野東照宮・日光東照宮のほか、東武沿線のパワー

スポットなどを紹介した「御朱印ラリー東武鉄道沿線東照宮ガイド」が付いています 

 

２「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー」について 

（１）開催期間 ２０１５年４月１日（水）～９月３０日（水）まで 

（２）参加方法 

東武線の４駅売店および特急スペーシア車内販売営業列車にて、オリジナル御朱印帳をお買

い求めいたただき、浅草神社・上野東照宮・日光東照宮の三神社にてオリジナル御朱印を集め

ていただきます。 

（３）オリジナル御朱印受付場所 

  ・浅 草 神 社 浅草神社社務所  受付時間９時００分～１６時３０分 

  ・上野東照宮 札所（ふだじょ） 受付時間９時３０分～１６時００分 

・日光東照宮 廻廊（かいろう） 受付時間８時００分～１７時００分 

  ※日光東照宮 廻廊は、拝観料が必要となります。拝観最終受付の１６時３０分までにご入場ください 

   ※各神社において御朱印代（３００円(税込)）は、参加者ご自身でご負担いただきます 

（４）特典内容 

①三神社のオリジナル御朱印を集めていただいた方 

三神社のいずれかで祈祷された「特別祈祷お守り」を授与いたし 

   ます。このお守りは、オリジナル御朱印帳 第２弾のカラーに合わせ 

てブルー色となっており、心癒される日光東照宮の“眠り猫”をデ 

ザインしています。 

   ※前回発売のオリジナル御朱印帳（ピンク色）で、三神社の御朱印を 

    集めていただいた場合は、前回の「特別祈祷お守り」（ピンク色） 

    を授与します 

                      △「特別祈祷お守り」（ブルー色）イメージ 



②特急スペーシア車内販売で、御朱印帳に特製スタンプ（特急スペーシアスタンプ）を押印い

ただいた方 

特急スペーシアや日光の観光スポットなどをデザインした、東武鉄道オリジナルグッズ「日 

光女子旅ロールシール」をプレゼントします。 

※ロールシールのデザインは１１柄（約145枚）で、サイズは長さ：約3,770ｍｍ×幅：約

25ｍｍです 

 

 

 

 

 

 

 

 

△「日光女子旅ロールシール」イメージ 

（５）特典受付場所 

  ①「特別祈祷お守り」の授与 

・三神社それぞれの御朱印受付場所 

浅 草 神 社 浅草神社社務所  受付時間９時００分～１６時３０分 

    上野東照宮 札所（ふだじょ） 受付時間９時３０分～１６時００分 

日光東照宮 廻廊（かいろう） 受付時間８時００分～１７時００分 

   ※日光東照宮 廻廊は拝観料が必要となります。拝観最終受付の１６時３０分までにご入場ください 

  ※「特別祈祷お守り」の授与は、オリジナル御朱印帳１冊につき１個となります 

    ※お守りは、授与いただいた神社でそれぞれ祈祷しています 

②「日光女子旅ロールシール」のプレゼント 

・東武グループツーリストプラザ（東京ソラマチ® イーストヤード５階） 

※営業時間 １０時００分～２１時００分 

 

 

（参 考） 
○前回発売の「オリジナル御朱印帳」および授与となる「特別祈祷お守り」について 

東武トップツアーズの指定旅行商品をご利用になる女性のお客さまなどにも喜んでいただけ

るように、オリジナル御朱印帳と特別祈祷お守りには可愛らしいピンク色を使用しました。オ

リジナル御朱印帳は２，０００冊限定で発売し完売しました。 

また、「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー」開催期間中〈２０１５年４月１日（水）～ ９

月３０日（水）〉に、東武トップツアーズ各支店で発売する旅行商品「栃木お宿自慢（日光地区）」

をご購入いただいた方には、「オリジナル御朱印帳」（ピンク色）のプレゼントを実施してお

ります。 

  ※「オリジナル御朱印帳」（ピンク色）のプレゼントは、数に限りがありますので、なくなり

次第終了とさせていただきます 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△オリジナル御朱印帳（イメージ）          △特別祈祷お守り（イメージ） 

 

※今回発売の「徳川家康公奉斎四百年記念御朱印ラリー オリジナル御朱印帳 第２弾」（ブルー色）

では、旅行商品のご購入による「オリジナル御朱印帳」のプレゼントはありません 

 

以 上 



＜参 考＞ 

東武鉄道における日光東照宮四百年式年大祭への取り組みについて 

■「徳川家康公奉斎四百年記念 御朱印ラリー」の開催 

 １ 名  称 徳川家康公奉斎四百年記念 御朱印ラリー 

 ２ 開催期間 ２０１５年４月１日（水）～９月３０日（水）まで 

 ３ 内  容 

 

 

 

 

 

 

■特別塗装列車「日光詣スペーシア」の運行 

 １ 名  称 日光詣スペーシア 

 ２ 運行期間 ２０１５年４月１８日（土）から当面の間 

 ３ 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ＴＯＢＵ×駅
えき

奪取
だっしゅ

 開運！パワースポット モバイルスタンプラリー」の開催 

 １ 名  称 ＴＯＢＵ×駅奪取 開運！パワースポット モバイルスタンプラリー 

 ２ 開催期間 ２０１５年５月１２日（火） ９：００ 

～１１月３０日（月）２０：００ 

 ３ 内  容 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

■「日光詣スペーシア記念乗車券」、「日光詣スペーシア タンブラー」の発売 

 １ 名  称 日光詣スペーシア記念乗車券、日光詣スペーシア タンブラー 

 ２ 発売期間 ①記念乗車券 ２０１５年４月１８日（土）～ ※完売 

        ②タンブラー ２０１５年５月１５日（金）～ 

 ３ 内  容 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特急スペーシアや日光東照宮の“眠り猫”、“三猿”がデザインされ

た「オリジナル御朱印帳」をお買い求めいただき（２，０００冊限定

で発売し完売しました）、浅草神社・上野東照宮・日光東照宮の三神

社にてオリジナル御朱印を集めていただく御朱印ラリー。三神社のオ

リジナル御朱印を全て集めると、特典として三神社いずれかで祈祷し

た「特別祈祷お守り」を授与します。 

日光二社一寺と連携して浅草・東京スカイツリータウン® から日光へと

誘客を図り、交流人口の増加を図るとともに沿線活性化を目的に運行し

ています。特急スペーシア１編成について、外観カラー・窓枠帯・ライ

ンカラーに日光二社一寺の建造物に使用されている荘厳な金色、重厚な

黒色および艶やかな朱色を配し、世界遺産である日光二社一寺の色鮮や

かな代表建造物をイメージしました。また、１・６号車の左右側面には、

「日光詣」の文字と日光東照宮の“眠り猫”“三猿”などをデザインし

た「日光詣エンブレム」を掲出のほか、車内の一般席・個室席のヘッド

カバーも基調色の金色に合せて同色調に変更しています。 

※日光詣スペーシアの運行計画は東武鉄道ホームページで公開中です 

非常に多くのユーザーが毎日プレイしている株式会社モバイルファクト

リーが提供する位置情報連動型ゲーム「駅奪取ＰＬＵＳ」を利用し、東

京スカイツリータウンおよび日光エリアにある５か所のパワースポット

を巡り、携帯電話（スマートフォン等）のＧＰＳ機能と位置情報システ

ムを使用してポイントを巡るモバイルスタンプラリー。５か所すべての

パワースポットを巡り、さらに指定列車でプレゼントする記念乗車証を

東京ソラマチ®内東武グループツーリストプラザで提示すると、限定オリ

ジナルの開運絵馬ストラップをプレゼントします。 

日光詣スペーシアの運行開始を記念し、オリジナルグッズを販売しています。 

第一弾の記念乗車券は１セット５００円（税込）、３，０００セット限定で 

発売し完売しました。 

第二弾のタンブラーは、２０１５年５月１５日（金）より発売中です。 

＜タンブラー発売概要＞ 

 ①発 売 額 ５００円（税込） 

 ②発売数量  ５００個 ※売り切れ次第終了 

 ③発売か所 東武グループツーリストプラザ（東京ソラマチ® イーストヤード５階） 

※発売時間 １０：００～２０：００ 

△オリジナル御朱印帳（イメージ） 

△ 「日光詣スペーシア」外観・内観、エンブレム 

△ ポスター 

△ 記念乗車券（イメージ） 

△ タンブラー 



■日帰り旅行商品「日光詣 選べるプラン」の発売 

１ 名  称 日光詣 選べるプラン 

２ 発売期間 ２０１５年５月１５日（金）～９月３０日（水）まで 

３ 有効期間 ご利用日の１日限り有効 

４ 発売区間 東武スカイツリーライン 浅草～東武動物公園 

       大 師 線 大師前 

       亀 戸 線 小村井～亀戸 

       東武アーバンパークライン 大宮～船橋 

５ 発売内容 基本セットに加えて「選べるプラン」を１つ以上ご選択いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
６ 旅行代金  発着駅および「選べるプラン」の選択数により異なります。 
       ・大人、中学生（中人）、小児１名の税込料金。 
       ・プランⒸ・Ⓓは中学生（中人）および小児のお客さまの設定はございません。 

発着駅 プラン１つ選択 プラン２つ選択 プラン３つ選択 プラン４つ選択 

浅草～竹ノ塚、大師前 

小村井～亀戸 

江戸川台～新鎌ヶ谷 

大人        5,000円 

中学生（中人）4,000円 

小児        3,000円 

大人        5,900円 

中学生（中人）4,400円 

小児        3,400円 

大人 7,000円 大人 8,000円 

        
※発着駅が下記の場合、上記旅行代金との差額が生じます 

 

７ 特  典  

       当商品と同時に特急スペーシアの特急券をご購入されるお客さまは、以下の特典が付きます。 

（１）特急料金の２０％割引 

往路・復路を問わず、通常の特急料金（個室含む）を２０％割引の額（１０円未満切り上げ）

にて発売します。 

（２）お楽しみスクラッチカードの配布（おひとりさまにつき１枚） 

日光東照宮の「三猿」にちなみ、出た「猿」の数に応じて商品券または粗品がもらえる    

スクラッチカードをプレゼントします。 

 

８ 発売箇所 東武トップツアーズ（株）カウンター支店２９店舗 

以 上 

 

発着駅 差額 

谷塚～春日部 

大宮～八木崎 

藤の牛島～運河 

大人・中学生（中人） 200円引、小児 100円引 

北春日部～東武動物公園 大人・中学生（中人） 360円引、小児 180円引 

鎌ヶ谷～船橋 大人・中学生（中人） 220円増、小児 120円増 

 
以下から１つ以上をご選択。 

Ⓐ 日光東照宮拝観券引換券 
Ⓑ 日光東照宮宝物館入館引換券 
ⓒ 明治の館スペシャルスイーツプレート 
Ⓓ 日光彫体験 

※旅行代金は、プラン選択数により異なります 

 
① 往復乗車券（発駅 ⇔ 東武日光駅） 
② 世界遺産めぐり循環バス引換券 
③ 日光老舗名店会１,０００円券 

基本セット 

「選べるプラン」 


