所在地
北茨城市

利用目的

施設名

優待の内容

電話番号

茨城県所在地

ガラス工房 シリカ

サンドブラスト体験料100円引※優待券1枚につき5
名まで

0293-42-3550 茨城県北茨城市華川町小豆畑2747

平潟銘菓 菓子工房 てんごころ

大福1つサービス

0293-46-8730 北茨城市平潟町897

食べる

食彩 太信

ソフトドリンクサービス

0293-46-5511 北茨城市大津町北町2-5-18

泊まる

五浦観光ホテル

正規宿泊料金10％割引 入浴料金1,000円→１人
200円割引（5名様まで）

0293-46-1111 茨城県北茨城市大津町722

磯原シーサイドホテル

お電話でのご予約で1泊2食付き（旬の幸プラン）の
お客様へソフトドリンク又はグラスビールのサービス

0293-42-0213 茨城県北茨城市磯原町磯原2550

あんこうの宿 まるみつ旅館

宿泊者にソフトドリンクサービス

0293-46-0569 茨城県北茨城市平潟町235

まるたか観光旅館

宿泊のお客様へ日本酒又はジュース１本サービス

0293-46-0527 茨城県北茨城市平潟町243

民宿 むらた

自家製米コシヒカリ・野菜・加工品のいずれかを1グ
ループに1つプレゼント

0293-42-2455 北茨城市磯原町磯原115

湯の網温泉 鹿の湯松屋

大人１人に１つわかめプレゼント

0293-46-1086 北茨城市関南町神岡下1435
0293-42-1159 茨城県北茨城市磯原町本町3-3-22

観光・レジャー

割烹旅館 さらしな

ご宿泊のお客様にビール・ソフトドリンクいずれか
サービス

高萩市

観光・レジャー

観光庭園味噌蔵 たつご味噌

お買い上げの方に粗品プレゼント

0293-23-5222 高萩市上手綱75

大子町

観光・レジャー

奥久慈茶の里公園

入館料10％引

0295‐78-0511 茨城県久慈郡大子町左貫1920

大子おやき学校

おやき体験料10％引（会員証提示で4名様まで）

0295-78-0500 茨城県久慈郡大子町槙野地2469

大子広域公園・多目的温泉プール フォレスパ大
子

入館料100円引 ※ご本人様のみ

0295-72-6100 茨城県久慈郡大子町浅川2921

大子温泉保養センター 森林の温泉

入館料10％引 （本人のみ）＊他の割引との併用不
可

0295-72-3200 茨城県久慈郡大子町矢田15-12

食べる

泊まる

常陸大宮市

観光・レジャー

奥久慈ゆばの里

豆乳ソフト100円引き※4名様まで

0295-72-8551 茨城県久慈郡大子町塙734

奥久慈茶 かねた園

全品8％引き

0295-78-0551 茨城県久慈郡大子町左貫3029

袋田温泉 思い出浪漫館

大人の宿泊者1名様につき館内利用県500円分

0295-72-3111 茨城県大子町袋田978

大子温泉 玉屋旅館

宿泊利用のお客様一品サービス

0295-72-0123 久慈郡大子町栄町718

大子温泉 やみぞ

宿泊利用のお客様ソフトドリンク1杯サービス

0295-72-1511 茨城県久慈郡大子町矢田524-2

ログテラス 鰐ヶ渕

ご利用料（宿泊・飲食代）5％引

0295-74-1387 茨城県久慈郡大子町下津原1471

Storm Field Guide ストームフィールドガイド

体験中の画像をCDRにてプレゼント

090-6505-2544 茨城県常陸大宮市野口1151

御城展望台

入館料２割引（大人８０円、小人４０円）

0295-57-6020 茨城県常陸大宮市山方313

ゴルフ倶楽部セブンレイクス
やすらぎの里公園
花立自然公園
御前山青少年旅行村

食べる

自然農法果樹園アイアイファーム

さわやか果樹園

常陸太田市

観光・レジャー

観光・レジャー

0295-58-2277 茨城県常陸大宮市高部4611-1
0295-55-2222 常陸大宮市下伊勢畑2370

0295-57-3208 茨城県常陸大宮市野上2129-10

0295-57-2711 茨城県常陸大宮市山方１１６６

ポイントカード入会のお客様は、ポイント2倍！

0295-57-3337 常陸大宮市山方477-1

ひたち農園

0295-56-3078 常陸大宮市大岩1463-15

四季の湯宿 梅屋山荘

1ドリンクサービス

0295-57-4480 常陸大宮市諸沢5060-1

湯の澤鉱泉

正規宿泊料金10％引

0295-57-3794 常陸大宮市山方4849

農家民宿 響

お土産（梅干し）プレゼント

0295-58-2702 常陸大宮市鷲子497

竜神大吊橋

渡橋料 大人320円→290円、小人210円→190円 ※
5名様有効
入館料50円引 ※午後5時まで
食事料金50円引（食事処「遊膳さくら」）

0294-87-0375 茨城県常陸太田市天下野2133-6
0294-76-9199 茨城県常陸太田市上宮河内町336

ふるさとセンター 竜っちゃん乃湯

入浴料100円引

0294-87-0543 常陸太田市天下野町1629

茨城県立里美野外活動センター

キャンプファイヤーの薪10％割引

0294-82-4120 常陸太田市里川町863-1

道の駅 さとみ

レストランご利用の方にオレンジジュース1杯サービ
ス
※オーダー時に提示

0294-82-2100 茨城県常陸太田市小菅694-3

西金砂湯けむりの郷 金砂庵

一食50円引

0294-76-9907 茨城県常陸太田市上宮河内321-1

西山の里「桃源」

ソフトクリーム100円引き

0294-73-1300 茨城県常陸太田市新宿町576

里美生産物直売所

日立市

宿泊の大人の方に日帰り温泉施設「ささの湯」入場
半額券プレゼント
当園で提供するサービスのいずれかにお申し込み
ご利用いただいたお客様全員に、自然農法果樹園
アイアイファームのオリジナルグッズをプレゼントい
たします。
入園無料、もも・りんご減農薬栽培70～80％off（こだ
わり栽培）、試食無料、自然薯等10％off、青果70～
80％off（こだわり栽培※エコファーマー認定)

0295-56-2401 茨城県常陸大宮市小舟1234-2

当社にて2,000円以上お買い上げのお客様にイバラ
イガーエッグ（白玉）10ヶ入1パックプレゼント

水府物産センター レストラン森の風

泊まる

宿泊施設利用1棟に付き、地元産米5合プレゼント

0295-53-4111 茨城県常陸大宮市北塩子533

舟納豆

西金砂湯けむりの郷 金砂の湯

食べる

土日祝カレンダー掲載料金より500円引
※他の優待との併用不可
TBGプレー代、土日祝日利用料金1,030円→510円
にてご優待

ヨネビシ醤油株式会社

お食事代100円引
0294-87-0777 茨城県常陸太田市天下野2133-6
会員+同伴者(2名様)
お食事ご利用の方に里美のむヨーグルト又はＷａｋａ
ｓａヨーグルト150ml
0294-82-3883 茨城県常陸太田市大中町866-1
どちらか1本サービス
卵かけご飯専用醤油「卵かけご飯専科」ミニボトル
0294-72-2255 常陸太田市内堀町2365
（100ml）１本プレゼント

銚子屋旅館

朝食時ソフトドリンクサービス

0294-72-0030 常陸太田市西一町2339

ビジネスホテルたかくら

ジュース（自販機）1本サービス

0294-72-2511 常陸太田市山下町856

日立シビックセンター科学館

天球劇場入館料50円引※土日祝日及び5月6日、8
月13日、8月14日に上映予定(事前に施設へご確認く 0294-24-7731 茨城県日立市幸町1-21-1
ださい)

吉田正音楽記念館

オリジナルグッズ1つプレゼント

0294-21-1125 日立市宮田町5-2-25

日立市郷土博物館

特別展示観覧料を団体料金に割引

0294-23-3231 茨城県日立市宮田町5-2-22

日立かみねレジャーランド

入園料無料

0294-22-4737 日立市宮田町5-2-22

奥日立きららの里
食べる

泊まる

東海村

観光・レジャー

常陸牛焼肉ステーキ専門店
のレストランくらた

肉

ご本人様プラス同行者5名様までデザートサービス

0294-21-1387 日立市弁天町1-2-6

刺身三点盛りサービス

0294-26-8508 日立市幸町2-8-9

茨城県立国民宿舎 鵜の岬

レストラン「しおさい」にてソフトドリンクサービス
※土・日・祝日を除く平日のみ利用可

0294-39-2202 茨城県日立市十王町伊師640

ホテル網元

宴会10名様以上で焼酎又はワインサービス

0294-23-3456 日立市鹿島町1-15-13

東海テラパーク

粗品プレゼント

029-287-1252 茨城県那珂郡東海村白方1-1

カジュアルレストラン グルヌイユ
自然食のお店 ひなた畑

那珂市

観光・レジャー
食べる

ひたちなか
市

観光・レジャー
食べる

泊まる

観光・レジャー

食べる

029-295-2150 茨城県那珂市戸4589
029-298-0149 那珂市鴻巣４８３

木内酒造合資会社

粗品プレゼント

029-298-0105 那珂市鴻巣1257

国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン
魚市場 森田水産

029-265-8185 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18
029-262-5306 茨城県ひたちなか市湊本町21-7
029-262-5303 茨城県ひたちなか市湊本町21-7

回転寿司 森田

レジ清算時に3％割引

029-263-4801 茨城県ひたちなか市湊本町21-7（1F）

SUSHIKO 風林亭

イベント会場に於いて10％引

029-273-8070 茨城県ひたちなか市馬渡2974-35

干しいも マルヒ

ご購入金額の合計から商品5％割引

029-265-8011 ひたちなか市阿字ヶ浦町385-1

みなと観光ホテル

正規宿泊料金10％引

029-262-4118 茨城県ひたちなか市湊本町18-25

藤屋ホテル

ソフトドリンクサービス

029-262-4141 ひたちなか市湊本町1-32

ホテルクリスタルパレス

正規宿泊料金10%引

029-273-7711 ひたちなか市大平1-22-1

1グループ10名様まで宿泊料5％引
※電話予約限定、割引併用不可 ※年末年始、Ｇ
Ｗ、お盆の時期除外

029-265-7006 ひたちなか市磯崎町4318

海荘 大利

正規宿泊料金5％割引※平日のみ、金曜・休前日除
く
宿泊のお客様へモーニングコーヒーサービス

029-265-7339 ひたちなか市阿字ヶ浦町68

海辺の宿 レストハウス砂丘

ご宿泊のお客様へモーニングコーヒーサービス

029-265-7101 ひたちなか市阿字ヶ浦町2228-2

水戸芸術館

オリジナルポストカードセット進呈

029-227-8111 茨城県水戸市五軒町1-6-8

水戸市立博物館

オリジナルグッズプレゼント

029-226-6521 茨城県水戸市大町3-3-20

水戸市植物公園

オリジナルグッズプレゼント

029-243-9311 水戸市小吹町504

梅酒と酒の資料館 別春館

2,000円以上お買い上げの方に「梅酒ワンカップ」プ
レゼント

029-246-4811 茨城県水戸市元吉田町327

【郷土工芸品・水府提灯】 青野商店

粗品プレゼント

029-221-2491 水戸市新荘町1-5-50

常陸乃国の石臼そば 水府庵

お食事のお客様に自家製ぷちデザートプレゼント

029-221-6329 水戸市若宮1-5-63

五鐵 夢境庵

ソフトドリンク1杯サービス

029-225-6073 水戸市南町1-3-27

大黒鮨

ご飲食料金5％引※他クーポンとの併用不可

029-247-7107 茨城県水戸市元吉田町321-2

味の店かくた

お食事の合計金額より10％引

029-251-2819 水戸市西原2-17-3

加護や・千波 とう粋庵

ソフトドリンクサービス

029-305-7560 茨城県水戸市千波町 2755-1

茨城県産梅酒・焼酎・ソフトドリンクの中からお好きな
水戸市宮町1-7-33 水戸サウスタワー
029-224-6454
ものを１杯サービス
11F
オリジナル品プレゼント（季節により内容変わりま
029-253-3251 茨城県水戸市加倉井町宿後415
す）

原田いちご園

入園料・販売価格10％引

029-241-5356 水戸市小吹町2932

天狗納豆 納豆なんでも展示館

全商品10％引

029-225-2121 水戸市三の丸3-4-30

だるま納豆

定価10％引き

029-221-7068 茨城県水戸市柳町1-7-8

総本舗 水戸納豆

全商品10％割引

029-221-4281 水戸市本町3-8-6

一般財団法人水戸市農業公社 森のシェーブル館

レアチーズタルト（プレーン）6個入り(1,380円)を1,300
円で購入可能

029-255-1482 水戸市全隈町1454

プレジデントホテル水戸

宿泊：ウェルカムドリンク1名様1本サービス
料飲：料理代金のみ5％引(最大割引額5,000円まで)

029-300-1100 茨城県水戸市城南2-2-2

三の丸ホテル

正規宿泊料金10％割引

029-221-3011 水戸市三の丸2-1-1

ホテルシーズン

朝食無料サービス

029-227-0008 茨城県茨城県水戸市桜川1-9-6

JR東日本ホテルメッツ水戸

正規宿泊料金10％引

029-222-3100 水戸市宮町1-1-1

アパホテル 水戸駅北

和洋朝食バイキングを御宿泊者へサービス

029-225-8811 水戸市南町1-3-18

フォワード マリンスポーツ
涸沼自然公園キャンプ場

食べる

プレジャーガーデンのりもの券割引1,000円分→900
円 ※5セットまで
レジ清算時に3％引 ※鮮魚売場の対面販売時は
除く

海鮮処 森田 那珂湊店（本店・別館・どんぶり屋） レジ清算時に3％割引

みまつアネックスホテル

小美玉市

029-219-7115 茨城県東海村舟石川駅東1-15-16

入園料を団体料金適用

みまつホテル

観光・レジャー

029-284-0127 那珂郡東海村村松北1-13-1

デザートにアイスクリームをサービス

水戸ドライブイン ひたちの里

茨城町

029-282-3111 茨城県那珂郡東海村村松225-2

茨城県植物園・熱帯植物館

常陸之國もんどころ 水戸サウスタワー店

泊まる

元素周期表ポスターをプレゼント(お一人様1枚・在
庫が無くなり次第終了)
ディナータイムのみアミューズブーシュ1品サービス
※ディナータイムは2名様からのみ営業で予約は当
日午後2時まで受け付け
商品3,000円以上(税別）お買い上げの方に芋菓子1
袋プレゼント

とんかつ一筋 かつ吉

潮騒の宿 丸徳旅館

水戸市

0294-24-2424 茨城県日立市入四間町863-1

格子屋 日立駅前店

原子力科学館
食べる

入場料 大人60円引、小人20円引

やわらぎファーム

宿泊のお客様にウェルカムドリンクとして飲み物１杯
サービス
宿泊のお客様にウェルカムドリンクとして飲み物１杯
サービス
施設使用料金半額
人員割使用料（大人200円、小人100円）20％引
※5月の連休及びお盆（8/13～15）は除く
ブルーベリー狩り体験の方、オリジナルアイス50円
引

029-224-3005 水戸市宮町2-4-26
029-231-8110 水戸市宮町3-2-14
029-293-8884 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2624-19
029-293-7441 茨城県東茨城郡茨城町中石崎2263-1
0299-47-0770 茨城県小美玉市花野井298-1

城里町

笠間市

水戸レイクスカントリークラブ

昼食時1ドリンクサービス(生小まで）
※ご予約時に申し出る、他の優待券と併用不可、
ネット予約のお客様は不可、オープンコンペ等は不
可

029-288-5600 茨城県東茨城郡城里町春園36

城里町総合野外活動センター
ふれあいの里

ふれあいの里天文台入館料無料

029-288-5505 茨城県東茨城郡城里町上入野4384

笠間稲荷神社

入館料一律50円引き

0296-73-0001 茨城県笠間市笠間1

常陸国出雲大社

境内施設「出雲館」での飲食料10％引 ※4名様ま
で

0296-74-3000 茨城県笠間市福原2001

笠間つつじ公園

入園料100円引き

0296-77-1101 茨城県茨城県笠間市笠間616-7

笠間工芸の丘

陶芸体験 基本料5％引

0296-70-1313 茨城県笠間市笠間2388-1

【郷土工芸品・笠間焼】 製陶ふくだ

手ひねり・絵付陶芸体験料金10％引

0296-72-0670 茨城県笠間市下市毛754

【郷土工芸品・笠間焼】 きらら館

商品10％引 ※一部除外品有

0296-72-3109 茨城県笠間市笠間2258-1

イーハトーブの森

1,000円以上お買い上げの方商品5％割引

0296-72-9651 笠間市下市毛861-3 共販センター２Ｆ

游々禮楽 竹水亭

季節の一品料理サービス

0296-77-2990 笠間市小原2695

十割そば 紅葉亭

そばご注文のお客様100円引き

0296-72-3942 笠間市金井11-7

そば処つたや

お食事100円引※他の特典との併用はできません。

0296-72-0055 笠間市笠間1279-1

フランス料理 ポーム・ド・パン

グラスワイン又はソフトドリンク1杯サービス

0296-72-3333 茨城県笠間市笠間2698-16

森の石窯パン屋さん

1,000円以上お買い上げの方オリジナルドリンクサー
ビス

0296-74-0888 笠間市笠間2286－1

チョコレートの店 こうき

●グッドヘルシーチョコレート ：ご試食（飲み物付）
サービス
＊グッドヘルシーチョコレート森の恵みとは・・
高品質カカオ100％チョコレート生地に幻の薬用植
物エゾウコギの濃縮エキスを配合し誕生した“心とカ
ラダに優しく美味しい”ビター系のチョコレートです。

0296-70-5505 茨城県笠間市大田町292-16

岩間の栗や 小田喜商店

オリジナル缶バッチ1個プレゼント

0299-45-2638 笠間市吉岡185-1

洋風笠間菓子 グリュイエール

お買い上げのお客様にお菓子プレゼント

0296-72-6557 茨城県笠間市下市毛285

ホテル イオ アルフェラッツ

正規宿泊料金10％割引 ※要予約、GW（4/28～
5/5)使用不可、他割引との併用不可

0296-72-7311 笠間市笠間2517-1

割烹旅館 城山

基本宿泊料5％引

0296-72-0861 茨城県笠間市笠間14-1

大洗マリンタワー

入館料を団体料金に割引

029-266-3366 茨城県東茨城郡大洗町港中央10

大洗わくわく科学館

入館料を団体料金に割引

029-267-8989 茨城県東茨城郡大洗町港中央12

ＮＰＯ法人 大洗海の大学

カリキュラム参加者10％引

029-266-3322

大洗町健康福祉センター ゆっくら健康館

入館料割引 大人200円引、高齢者・小人100円引
※17時以降は対象外

029-267-1126 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1

大洗シーサイドホテル 「レストランウィスタリア」

コーヒー1杯サービス ※大人のみ

029-267-2111 大洗町磯浜町6881

大洗老舗すし店 栗崎屋

お一人様1,100円以上お食事の方100円引

029-266-3355 大洗町大貫町531

海鮮処 森田 大洗店

レジ清算時に3％割引

029-264-6550 茨城県東茨城郡大洗町吹上5612

割烹 かま家

ソフトドリンク1杯サービス

029-267-5135 大洗町磯浜町676

大洗シーサイドホテル

ご宿泊の方にコーヒー券1枚サービス（大人のみ）

029-267-2111 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881

大洗 山口楼

梅干しキャンディ1箱プレゼント

029-267-3566 東茨城郡大洗町磯浜町8249-4

民宿 浜野屋

ワンドリンクサービス

029-267-3729 大洗町大貫町78

民宿 とびた荘

正規宿泊料金5％引

029-267-5070 大洗町磯浜町8226-6

みなみ果樹園芸

お買いもの10％引

0291-37-1049 鉾田市上釜365

深作農園

ファームクーヘンフカサク、ル・フカサク、深作農園直
売所の3店舗いずれかで2,000円以上お買い上げの
0291-39-8560 鉾田市台濁沢361
方、いちごみるくまんじゅう、ぷちメロンパン、さつま
いもパイ、いずれかをプレゼント

観光・レジャー

大野潮騒はまなす公園

展望塔入館料50円引

0299-69-4411 茨城県鹿嶋市角折2096-1

食べる

パティスリー モンブラン

マドレーヌ1個サービス

0299-82-9377 鹿嶋市平井1051-1

港公園

団体料金に割引

0299-92-5155 茨城県茨城県神栖市東深芝10

鹿島港内一周見学船「ユーリカ号」

個人客の乗船料を団体料金に割引

0299-92-3033 茨城県神栖市東深芝8

鹿島セントラルホテル

正規宿泊料金10％引

0299-95-5511 茨城県神栖市大野原4-7-11

霞ヶ浦ふれあいランド 虹の塔

虹の塔チケットご購入者にボルタリング利用の場合
「ボルタリング専用シューズ」1名様分無料

0299-55-3927 茨城県行方市玉造甲1234

観光・レジャー

観光・レジャー

食べる

泊まる

大洗町

観光・レジャー

食べる

泊まる

鉾田市

鹿嶋市

神栖市

食べる

観光・レジャー

泊まる
行方市

観光・レジャー

石岡市

観光・レジャー

食べる

東茨城郡大洗町大貫町1212-57
大洗町体験活動交流センター内

茨城県フラワーパーク

本館売店お買い物50円券

0299-42-4111 茨城県石岡市下青柳200

ダチョウ王国 石岡ファーム

ダチョウのエサ500円→300円に割引

0299-23-2245 茨城県石岡市半の木14052

東筑波ユートピア

入園料20％引 ※6名様まで

0299-43-6656 茨城県石岡市吉生2730-3

パラグライダースクール エアパークCOO

半日体験コース500円引

0299-44-1408 茨城県石岡市上曽1698-1

ギター文化館

入館料500円→400円
主催コンサート10％引(本人のみ)

0299-46-2457 茨城県石岡市柴間431-35

【郷土工芸品・線香】 ニックン紫山堂

１，０００円以上お買い上げの方商品１０％割引

0299-42-3702 石岡市小幡1632-8

佃煮 飯田屋

５％引

0299-22-2557 茨城県石岡市国府1-2-30

石岡酒造

利酒サービス

0299-26-3331 茨城県石岡市東大橋2972

泊まる

土浦市

観光・レジャー

食べる

泊まる

石岡プラザホテル

正規宿泊料金10％引

0299-24-1110 茨城県石岡市国府1-6-33

割烹旅館 いづみ荘

オリジナル日本手ぬぐいをプレゼント

0299-26-3232 茨城県石岡市高浜735

土浦市立博物館

上高津考古資料館入館引換券プレゼント

029-824-2928 茨城県土浦市中央1-15-18

上高津貝塚ふるさと歴史の広場（考古資料館）

土浦市立博物館入館引換券プレゼント

029-826-7111 茨城県土浦市上高津1843

霞ヶ浦観光遊覧船ラクスマリーナ
イリス号」

乗船料金10％引 大人1,380円 小人690円
天然温泉 霞ヶ浦温泉マリーナ足湯サービス
11月～3月甘酒サービス

「ホワイトア

029-822-2437 土浦市川口2-13-6

霞ヶ浦観光遊覧船「ジェットホイルつくば号」

霞ヶ浦名所6ヵ所観光案内生ガイド付き高速遊覧船
「ジェットホイルつくば号」40分コース10％引

090-3313-5684 土浦市東崎町1-17

そば処 桝屋

自家製小鉢一品サービス

029-821-0642 土浦市中央2-8-2

洋食ぢんぎすかん ひつじの小屋

アイスクリーム又はソフトドリンクサービス

029-833-2056 土浦市神立中央3-19-6

レストラン中台

ディナータイムのみ自家製ジェラートサービス

029-822-1068 土浦市桜町2-12-3

ホテルマロウド筑波

宿泊料金割引
シングル7,100円→5,700円
ツイン13,400円→10,400円

029-822-3000 土浦市城北町2-24

ビジネスホテル湖北

正規宿泊料金5％引

029-824-3411 土浦市湖北1-1-8

かすみがう
ら市

観光・レジャー

かすみがうら市歴史博物館

景品プレゼント

029-896-0017 かすみがうら市坂1029-1

つくば市

観光・レジャー

筑波山ロープウェイ

往復乗車券100円引 ※大人のみ

029-866-0611 茨城県つくば市筑波1

筑波山ケーブルカー

往復乗車券100円引 ※大人のみ

029-866-0611 茨城県つくば市筑波1

つくば牡丹園

ご本人と同行者1名様20％引

029-876-3660 茨城県つくば市若栗500

つくばわんわんランド

入園料割引 大人1,500円→1,200円、子供700円→
500円 ※5名様まで利用可能。【割引の併用は不
可】

029-866-1001 茨城県つくば市沼田579

筑波山温泉 つくば湯

入浴料100円引

029-866-2983 茨城県つくば市筑波64-9

常陸牛料理 ひたち野

お食事されたお客様にコーヒーサービス

029-866-1221

おみやげ・お食事処 神田家

当店ご利用1,000円以上で10％引 ※5名様まで

029-866-0044 茨城県つくば市筑波722

筑波ハムレストラン 自然味工房

レストラン・筑波ハム製品のみ10％引

029-856-1953 茨城県つくば市下平塚383

ブルーベリーサイトウ

入園料を大人50円引き、子供（小学生）30円引き
生果実1キロ以上10％引

029-847-6903 つくば市上河原崎411

食べる

泊まる

茨城県つくば市筑波山臼井2103-5筑波
山風返峠

ホテル日航つくば

正規宿泊料金20％引、飲食料金5％引

029-852-1112 茨城県つくば市吾妻1-1364-1

筑波山京成ホテル

日帰り入浴：入浴料100円引き

029-866-0831 つくば市筑波1

筑波山ホテル青木屋

ご宿泊の方にコーヒー券サービス(最大5名様まで)
日帰り入浴 大人1,100円→950円にてご優待(5名様
まで)、小人550円→500円にてご優待
※受付時間12：00～15：00
※年に数回メンテナンスのための休館あり

029-866-0311 茨城県つくば市筑波753-1

1泊2食宿泊料金10％割引

029-876-5050 つくば市下岩崎708-1

ホテルレイクサイドつくば
筑波山江戸屋
筑波山温泉 彩香の宿 一望

宿泊の方 夕食時酒又はジュース1本付き
029-866-0321 茨城県つくば市筑波７28
昼食のみ 入浴料1,000円→500円に割引
宿泊のお客様にお一人様1杯モーニング珈琲サービ
029-866-2222 つくば市筑波64-2
ス

つくばみら
い市

食べる

青木製麺工場（あおきや）

乾麺10％引

0297-58-2131 つくばみらい市板橋2277

牛久市

食べる

長沼りんご園

入園料50円引

029-875-0592 牛久市島田町1726

阿見町

観光・レジャー

予科練平和記念館
あみプレミアム・アウトレット

龍ヶ崎市

観光・レジャー

食べる
下妻市

桜川市

筑西市

観光・レジャー

観光・レジャー

観光・レジャー
食べる

泊まる
常総市

観光・レジャー
食べる

入館料割引 大人500円→400円、小人300円→240
円 ※4名様まで
割引クーポンシート進呈 ※インフォメーションセン
ターにて会員証を提示

農業公園 豊作村 湯ったり館

レンタルフェイスタオル1名様1本無料貸出

【郷土工芸品・カガミクリスタル】カガミクリスタル
ショップ

・会員証の提示後、正規品は本体価格より5％の引
き去り（特売品等は除く。他、特典等との併用不可）
・希望があれば、記念館の見学が出来ます（無料）

髙橋肉店

029-891-3344 稲敷郡阿見町廻戸5-1
029-829-5770 阿見町よしわら4-1-1
0297-60-1126 龍ケ崎市板橋町440

0297-64-7111 茨城県龍ｹ崎市向陽台4-5

お買い上げ金額1,000円以上お買い上げの方に
龍ヶ崎コロッケ（ばぁちゃんコロッケ）1個プレゼント
※売切れ時は変更有

0297-62-2024 龍ケ崎市砂町5131

大宝八幡宮

御朱印帳袋20％引

0296-44-3756 茨城県下妻市大宝667

下妻市ふるさと博物館

入館料20％引

0296-44-7111 下妻市長塚乙77番地

ほっとランド・きぬ

入館料大人に限り100円現金キャッシュバック(600円
→500円) ※4名様まで
0296-30-4126 下妻市中居指1126
※施設の会員券・回数券購入者及び65歳以上・児
童生徒など対象外

道の駅 しもつま

しもつま納豆「福よ来い」5％引

0296-30-5294 茨城県下妻市数須140

雨引山楽法寺(雨引観音）

絵馬堂売店内5％割引

0296-58-5009 茨城県桜川市本木1番地

上野沼やすらぎの里キャンプ場

施設利用料金１０％割引（１施設１回のみ） ※予約
時の申し出に限る

0296-76-0952 茨城県桜川市上野原地新田48

【郷土工芸品・結城地方の桐下駄】桐乃華工房

桐下駄、工芸品(桐まな板等)10％引

0296-37-6108 茨城県筑西市関本上345

観音そば あけのアグリショップ宮山店

観音そば（常陸秋そば使用）100円引

0296-52-6052 茨城県筑西市宮山504

館最中本舗 湖月庵

1,000円(税込)以上お買い上げの方にお菓子プレゼ
ント
※下館本店のみ

0296-22-2513 筑西市丙202-13

麺工房にしむら

麺類1,000円以上お買い上げで、粗品プレゼント

0296-37-6555 筑西市関本中88-1

平成ホテル

ウェルカムコーヒーサービス

0296-28-6444 茨城県筑西市伊佐山160-8

The Natural Gardens of Sakano（坂野ガーデン）

施設内の販売物10％引

090-4135-9502 常総市大生郷町2046

かうひいや 珈和

珈琲豆10％引

0297-23-2182 茨城県常総市水海道森下町3838

結城市

観光・レジャー

食べる
古河市

観光・レジャー

山中酒造店

「一人娘」清酒グラス1個プレゼント

0297-42-2004 茨城県常総市新石下187

【郷土工芸品・結城まゆ工芸】 市村まゆ工房

名刺入れ、カードケース、ペンケース、ファスナー付
きコインケース、帽子10％引

0296-33-4073 結城市結城12169-2

【郷土工芸品・結城桐箪笥】桐タンスのヤマキヤ

１０％割引

0296-33-3353 結城市結城811-5

鮨・割烹 福松

お食事2,000円以上の方にコーヒー又はアイスクリー
0296-32-8402 結城市結城8620-36
ムサービス

古河歴史博物館

入館料を団体料金に割引

0280-22-5211 茨城県古河市中央町3-10-56

【郷土工芸品・総和竹絵画】 古河竹工画 竹夢工
全商品5％割引
房

0280-31-1509 古河市東2丁目23-14

泊まる

ホテル山水

ご来店時生ビール1杯プレゼント

0280-22-0226 古河市中央町1-8-32

河内町

食べる

ふるさとかわち直販センター

1,500円以上お買い上げの方にお米300ｇプレゼント

0297-60-5111 茨城県稲敷郡河内町長竿4641

境町

観光・レジャー

利根川遊覧 高瀬舟さかい丸

周遊料金10％引

0280-87-5011

五霞町

観光・レジャー

道の駅 ごか

レストラン「華こぶし」で食事をされた方ソフトドリンク
1杯サービス

0280-84-1000 茨城県猿島郡五霞町幸主18-1

県内全域

ツアー

現地発着型バスツアー
「 いばらきよいとこプラン」

ワンデー・ツーデーコース参加代金２００円引き

029-226-3800 茨城県水戸市三の丸1-5-38

茨城県猿島郡境町1341-1 境町観光
協会

