
 
 
 
 
 

 

江戸ワンダーランド日光江戸村 開村 35 周年謝恩企画第 3 弾 

「お子様無料ご招待」のご案内 
 

江戸ワンダーランド日光江戸村 35 周年の感謝を込めまして、お子様の無料ご招待を行います。 
この夏は、屋外施設で安心安全に、江戸文化を体験しましょう！ 
また夜間営業の開催日には、そのまま夜まで滞在することも可能となっております。 
今年のテーマは「家族全員遊びまくりの夏」！ 朝から夜まで存分にお楽しみ下さい！ 
 
＜キャンペーン概要＞  

 
■キャンペーン内容  大人 1 名様につき小人(小学生)1 名様（最大小人 2 名様まで）、 

通常料金 2,500 円の小人手形を無料でお渡し致します。 
 
（例）大人 1 名様小人 2 名様 → 小人 2 名様無料となります。 
   大人 1 名様小人 3 名様 → 小人 2 名様無料・小人 1 名様有料となります。 
   大人 2 名様小人 4 名様 → 小人 4 名様無料となります。 
   大人 2 名様小人 5 名様 → 小人 4 名様無料・小人 1 名様有料となります。 

           
ご来場前に、下記の販売先にて当日お越しになる大人の方の入場券をお買い求め 
下さい。ご来場当日、団体窓口にて入場券をお引換えの際、大人 1 名様につき 
小人 1 名様（最大小人 2 名様まで）の無料入場券をお渡し致します。 

 
※未就学のお子様は今まで通り無料となります。 

 
■開催期間     2021 年 8 月 1 日(日)～8 月 31 日(火) 
 
■営業時間     午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分（最終入場は午後 4 時まで） 
 

※8 月 7 日(土)、13 日(金)～15 日(日)は午後 8 時まで営業(最終入場は午後 7 時まで)。 
           夜間営業についての詳細は、こちらをご覧下さい。 
 
■販売先      ■Yahoo！パスマーケット http://urx.blue/TClh 
 
          ■じゃらん http://urx.blue/l6Wv  
 
          ■コンビニエンスストア前売券（セブンチケット・JTB コンビニチケット） 
 

※販売料金につきましては、各販売先にてご確認下さい。 
※午後 2 時以降の割引料金の券は、お子様無料ご招待の対象外となります。 
※現在江戸ワンダーランドの前売券を取り扱っているホテルの一部も企画の 

対象となります。 
 
■注意事項     ※当日口頭でのご申告のみでは発券できませんので、 

必ず事前にお申込みをお願い致します。 
※後日のお申し出による差額の返金は致しかねますので、ご了承下さい。 
※既に前売り等でお子様用チケットをお持ちの場合は、 

  お持ちの券を有効期限 1 年間の券と交換いたします。 
           無料招待に伴う御返金は行っておりませんので、ご了承下さい。 
 

※新型コロナウィルスの今後の感染状況により、内容の変更や中止となる場合もございます。 

ご来場の際は、最新の情報をホームページにて必ずご確認下さいますようお願い申し上げます。 

お問合せ先 〒321-2524 栃木県日光市柄倉 470-2 TEL：0288-77-1777 FAX：0288-77-1781 MAIL：info@edowonderland.com 

事前申込み限定企画 ※以下のご案内をよくお読み下さいませ。 

http://edowonderland.net/img/upload/2021/07/11a21462029d7ba784d1bf669c9edb42.pdf
http://urx.blue/TClh
http://urx.blue/l6Wv


しみください。また14日(土)、15日(日)は

御仮屋広場
（天候不順の際は、お狩場食事処前に変更となります。なおその際は鷹匠イベントが
　中止となる場合がございますので、予めご了承下さいませ）

1人前2,200円、2人前3,800円 焼き上がり時間

※品切れや販売終了の際はご了承下さい。

棉屋

糸つむぎ…棉屋
紙すき　…手すき屋

金　額 12時00分

鷹狩の技術を今
に伝える鷹匠の
放鷹術や鷹との
ふれあいをご体
験ください。
（8月22日まで）



 

 

 
 

特別イベント「江戸の夏夜」とお得な夜チケットのご案内 

 

この夏、下記の該当日におきまして、営業時間を夜 8 時まで延長する特別イベント 

「江戸の夏夜」を開催いたします。夜の花魁道中や賭場体験など、普段見ることが 

出来ないプログラムに加え、8 月 14 日(土)・15 日(日)には打上花火も開催いたします。 

さらに、この夏より始まった本格バーベキュー料理「将軍合戦焼き」での夕食が 
セットになった、大変お得な夜チケットもご用意しておりますので、夕暮れ時の 
江戸ワンダーランドへ、夕涼みがてらぜひお越しください！ 

 
＜特別イベント「江戸の夏夜」概要＞ 
 
■開催日     7 月 24 日(土)、31 日(土)、 

8 月 7 日(土)、13 日(金)～15 日(日)  
 
■イベント内容  夜の花魁道中、賭場体験、将軍合戦焼き、縁日ほか 

 
 将軍合戦焼きとは 

現在バーベキューといえば、肉や野菜を焼く焼肉スタイルが主流ですが、 
バーベキューは本来、豚のスペアリブや牛のブリスケットなどの硬い部位を、 
低温で時間かけてじっくり蒸し焼きし、ほろほろになるまで柔らかくした 
肉料理のことを言います。そんな本格バーベキューを体験できるのが「将軍 
合戦焼き」。この夏、江戸をさらに熱くする本格バーベキュー、ご賞味あれ。 
 
         食事料金： 1 人前 2,200 円 2 人前 3,800 円  

 

  ※イベント内容についての詳細は、こちら からご確認下さい。 

    また 8 月 14 日(土)・15 日(日)は、打上花火を予定しております。（荒天時中止） 

 
■開催時間    17 時 00 分～20 時 00 分 

※入場開始は 16 時から。最終入場は 19 時となります。 
         ※日中ご入村頂いたお客様は、そのまま夜までお楽しみ頂けます。 
 
■入場料金    大人（中学生以上）1,500 円  

小学生以下は入場無料となります。 

 

大変お得な「将軍合戦焼きセット券」発売決定！ 
   大人（中学生以上） 

入場料金 1,500 円 ＋ 将軍合戦焼き 2,200 円→3,700 円のところ、なんと 2,500 円！ 
 セット券なら入場料金が 300 円となる、大変お得なチケットです。 
 

※小学生以下は入場無料の為、プラス 1,000 円で小人用セット券をお求め頂けます。 

※セット券は、ご来村当日に江戸ワンダーランド入口のチケット窓口にて発売致します。 

 

お問合せ先 〒321-2524 栃木県日光市柄倉 470-2 TEL：0288-77-1777 FAX：0288-77-1781 MAIL：info@edowonderland.com 

http://edowonderland.net/img/upload/2021/07/b3c9b3285783d3dcea45185da3a6bf2d.pdf


「丁」か「半」か！威勢の良い掛
け声と共に木札を賭けて下さ
い。さあ、運命やいかに！張り
切ってご参加ください。

夏の風物詩縁日が登場！
懐かしいお菓子や江戸玩具
を販売。みんなで江戸の夏を
満喫しよう！

師範に忍者の剣術の極意を
伝授して頂き、剣を極め、
１人前の忍者を目指そう！ 
※小学生以上が対象となります。

時代劇でお馴染みの遊戯場、
矢場。はたして、何本当てる
ことができるかな。

日本古来より使われる伝統的
な楽器の太鼓を学び、実際に
実技を行えます。是非ご参加
ください。

長時間かけてじっくり焼い
たお肉は絶品！本格的な
バーベキューを是非ご賞
味下さい。

夜の江戸の町に浮かび上
がる、豪華絢爛な花魁道中
をどうぞご覧下さいませ。

墨火や線香花火などの手持ち
花火を無料でお渡し致します。
夏の記念に皆様でお楽しみ下
さい

幻想的な江戸の町の夜空に圧巻
の打上花火が華麗に彩ります。
※8月14日（土）15日（日）開催
※荒天時は中止となります。
　　　　　　　　　　　　　　　

※開催時間・開催場所につきましては、ホームページ上にて随時更新いたしますのでご確認ください。

特別イベント

江戸の夏夜

矢場矢場太鼓体験太鼓体験忍者修行忍者修行

手持ち花火手持ち花火打上花火　打上花火　縁日縁日

将軍合戦焼き将軍合戦焼き花魁道中花魁道中賭場体験賭場体験



 

 

【 江戸ワンダーランド日光江戸村の感染予防対策について 】 

 

江戸ワンダーランド日光江戸村では、新型コロナウィルスの感染拡大予防として、下記の 

対策を実施して参りますので、ご来場の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

お客様のお越しを心よりお待ち致しております。 

 

■感染予防対策 

・ご入村の前に非接触型体温計による検温を行い、体温が 37.5 度未満の方のみご入場頂けます。 

    ※体温が 37.5 度以上の方のご入村はお断りさせて頂きますので、予めご了承下さいませ。 

・ご入村の際は、手指の消毒をお願い致します。 

※除菌水は、入口・お手洗いを始め村内各所に設置されております。 

※除菌水はアルコール消毒液を使用しております。 

・村内では、飲食時以外はマスクの着用をお願いいたします。マスクの着用の仕方に関しまして、 

特にお子様には、暑さ、酸欠等に留意を頂き臨機応変に対応を頂けますようお願いいたします。 

・ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。 

※他のグループのお客様と最低 2m 以上の距離を保って下さい。 

   ・劇場は、入場人数を制限し、収容人数の調整を行なっております。 

   ・劇場内は、定期的に換気を行っております。 

・お客様との接触を伴う一部体験については、運営を見合わせて頂きます。 

   ・飲食店舗については、席数を減らし、お客様同士の間隔を確保するとともに、混雑時には 

入店を制限する場合がございます。 

・新型コロナウィルスに関わらず、「咳エチケット」にご協力下さい。  

・施設内で万一体調が悪くなった場合には、お近くの江戸人までお声掛け下さい。  

  ・村内が三密になるような場合は、入場制限を実施いたしますので、予めご了承下さいませ。 

・我々江戸人も感染予防対策としてマスクを着用いたします。 

また、出勤時には必ず検温し毎日健康チェックを行っております。 

・その他、江戸人スタッフの指示には必ず従って下さいますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

 
2021 年 7 月 21 日 

 

お問合せ先 〒321-2524 栃木県日光市柄倉 470-2 TEL：0288-77-1777 FAX：0288-77-1781 MAIL：info@edowonderland.com 


