漫遊いばらきファンクラブ協賛施設一覧（平成30年12月1日現在）
所在地

利用目的

北茨城

観光・レジャー

施設名

優待の内容

茨城県天心記念五浦美術館

団体料金相当額への割引

北茨城市歴史民俗資料館
（野口雨情記念館）

入館料を団体料金に割引
円

野口雨情生家資料館
北茨城市漁業歴史資料館

北茨城市大津町字椿2083

0293-43-4160

北茨城市磯原町磯原130-1

雨情の童謡絵ハガキ2枚プレゼント

0293-42-1891

北茨城市磯原町磯原73

入館料を団体料金に割引
上200円

0293-46-8600

北茨城市関南町仁井田789-2

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

北茨城市華川町小豆畑2747

カリントまんじゅう1個プレゼント

0293-46-8730

北茨城市平潟町897

中郷温泉 通りゃんせ

ドリンクサービス

0293-44-0026

北茨城市中郷町日棚1748

秀寿司

ソフトドリンクサービス

0293-42-0671

北茨城市磯原町本町1-3-1

食彩

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

エスプレッソコーヒー1杯サービス

0293-46-5511

北茨城市磯原町磯原1630

乾燥若芽プレゼント

0293-30-2345

北茨城市関南町仁井田789-3

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

北茨城市大津町722

磯原シーサイドホテル

お電話での御予約で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
※他クーポンとの併用不可

0293-42-0213

北茨城市磯原町磯原2550

あんこうの宿 まるみつ旅館

ソフトドリンクお1人様1本サービス

0293-46-0569

北茨城市平潟町235

としまや月浜の湯

宿泊の方にソフトドリンク1杯サービス

0293-43-1311

北茨城市磯原町磯原200-3

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

北茨城市平潟町243

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

公共の宿

宿泊者にジュース又はウーロン茶サービス

0293-30-0606

北茨城市華川町小豆畑2747

ソフトドリンクお1人様1本サービス

0293-46-1178

北茨城市平潟町273

よう・そろー

ガラス工房 ＳＩＬＩＣＡ（シリカ）
平潟銘菓

菓子工房

てんごころ

太信

北茨城市役所内食堂
大津漁協
泊まる

マウントあかね

平潟港温泉

やまに郷作

0293-46-0418

北茨城市平潟町141

0293-42-2455

北茨城市磯原町磯原115

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

0293-42-1159

北茨城市磯原町本町3-3-22

食事代5％割引

0293-28-0814

高萩市上君田1791

お買い上げ合計金額から10％割引

0293-23-3367

高萩市安良川189-3

旨いとんかつ カツレツ亭

ソフトドリンクサービス

0293-23-5977

高萩市春日町2-71

たべ処のみ処

お食事代5％割引

0293-22-3034

高萩市東本町2-14

5,000円以上お買い上げの方10％割引

0293-24-2837

高萩市上手綱2565-11

お買い上げの方に粗品進呈

0293-23-5222

高萩市上手綱75

高萩山の湯

御宴会時ソフトドリンク又は日本酒1本サービス

0293-23-0126

高萩市上手網3028

袋田の滝

通行料大人50円引、小人50円引

0295-72-4036

久慈郡大子町大字袋田3-19

奥久慈茶の里公園

入館料10％割引

0295-78-0511

久慈郡大子町左貫1920

奥久慈大子観光やな

お食事10％割引

0295-72-3487

久慈郡大子町大子1899

大子おやき学校

おやき体験料10％割引（会員証提示で4名様まで）

0295-78-0500

久慈郡大子町槙野地2469

入館料100円引 ※ご本人様のみ

0295-72-6100

久慈郡大子町浅川2921

入館料10％割引 （本人のみ）＊他の割引との併用不可

0295-72-3200

久慈郡大子町矢田15-12

入浴料450円→400円に割引

0295-76-0373

久慈郡大子町小生瀬2879-4

コーヒー50円引き（通常200円→150円）

0295-72-6111

久慈郡大子町池田2830-1

デザートプラス1品サービス

0295-76-0382

久慈郡大子町小生瀬2976-7

0295-72-3993

久慈郡大子町川山1369-1

1品サービス

0295-76-1028

久慈郡大子町小生瀬2878-6

奥久慈ゆばの里

お買い上げ金額より5％割引

0295-72-8551

久慈郡大子町塙734

割烹

デザートサービス

0295-72-0200

久慈郡大子町大子631

お食事のお客様に温泉入浴料サービス

むらた
さらしな

高萩ふれあいの里

フィッシングエリア

木工教室・木工製品販売

庭園味噌蔵

大子

観光・レジャー

たなつる工房

寿々本

手造りハムの店

泊まる

五浦ハム

たつご味噌

大子広域公園・多目的温泉プール
大子
大子温泉保養センター
月居温泉

フォレスパ

森林の温泉

滝見の湯

道の駅
食べる

一般250円、児童学生80円、65歳以

1階応接室のセルフコーヒーサービス

砥上屋旅館

割烹旅館

食べる

一般260円、学生（小学生以上）80

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

民宿

観光・レジャー

マリーン・ランチ

直営・市場食堂

数寄屋造りの民宿

高萩

所在地

0293-46-5311

童謡の森ふれあいパーク

食べる

電話番号

奥久慈だいご

奥久慈レストラン
月待の滝
そば処

Lutin（リュタン）

もみじ苑
ますこ庵

千石

そばソフトクリーム提供時期のみ70円引き
ソフトクリーム休業期のみブレンド珈琲50円引き
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大津漁港内

所在地

利用目的

泊まる

施設名

観光・レジャー

電話番号

所在地

永福

軍鶏手羽唐揚げ 税込950円を800円にて提供いたします

0295-72-4463

久慈郡大子町池田714

デリカショップ 久慈屋

店内でお弁当をお召し上がりの方にお味噌汁サービス

0295-72-0243

久慈郡大子町大子673

奥久慈茶

かねた園

全品8％引き

0295-78-0551

久慈郡大子町左貫3029

袋田温泉

思い出浪漫館

当館自家製ジェラート券サービス

0295-72-3111

久慈郡大子町袋田978

袋田温泉

滝味の宿

お一人様 1000円引き（大人のみ）

0295-72-3011

久慈郡大子町袋田169-3

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

久慈郡大子町矢田524-2

ご利用料（宿泊・飲食代）5％割引

0295-74-1387

久慈郡大子町下津原1471

ツアー中の写真ＣＤ-Ｒにてプレゼント

090-6505-2544

常陸大宮市野口1151

山方淡水魚館

入館料を団体料金に割引

0295-57-6681

常陸大宮市山方535

御城展望台

入館料2割引（大人80円、小人40円）

0295-57-6020

常陸大宮市山方313

ポチ袋（3枚組）プレゼント

0295-57-2252

常陸大宮市舟生90

入館料50円引

0295-57-4126

常陸大宮市諸沢5071

0295-53-1161

常陸大宮市若林690

0295-53-4111

常陸大宮市北塩子533

ログテラス
常陸大宮

優待の内容

豊年万作

鰐ヶ渕

Storm Field Guide
ド

ストームフィールドガイ

【郷土工芸品・西ノ内和紙】
紙のさと和紙資料館
やまがたすこやかランド

三太の湯

※大人のみ

練習場コインプレゼント
※本人限定、マスター室へ会員証を掲示、月・土・日・祝日、薄
暮プレーは利用できません、他優待との利用不可、混雑時には利
用できない場合があります

那珂カントリー倶楽部

土日祝カレンダー掲載料金より500円引

ゴルフ倶楽部セブンレイクス

※他の優待との併用不可

やすらぎの里公園

ターゲットバードゴルフ土・日・祝日利用料金1,020円 → 510
円に割引

0295-56-2401

常陸大宮市小舟1234-2

花立自然公園

宿泊施設利用1棟に付き、地元産米5合プレゼント

0295-58-2277

常陸大宮市高部4611-1

パークアルカディア・ケビン村

パターゴルフ 大人200円引き

0295-57-6630

常陸大宮市山方5858-13

御前山青少年旅行村

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

0295-55-2222

常陸大宮市下伊勢畑2370

0295-57-3208

常陸大宮市野上2129-10

小人100円引き

入園料とお買い物10％割引
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

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

0295-57-2711

常陸大宮市山方1166

舟納豆

舟納豆オリジナルストラッププレゼント

0295-57-3337

常陸大宮市山方477-1

0295-56-3078

常陸大宮市大岩1463-15

正規宿泊料金5％割引

0295-57-2341

常陸大宮市小貫4-2

ソフトドリンク1本サービス

0295-57-4480

常陸大宮市諸沢5060-1

湯の澤鉱泉

正規宿泊料金10％割引

0295-57-3794

常陸大宮市山方4849

農家民宿

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

渡橋料を団体料金に割引

0294-87-0375

常陸太田市天下野2133-6

北沢ニジマスセンター

雑魚池釣り料金1,000円→無料

0294-78-0524

常陸太田市町屋町2397

お食事ご利用の方にソフトドリンクサービス

0294-82-3366

常陸太田市大中町2076-6

入館料50円引 ※午後5時までの割引
食事料金50円引き（食事処「遊膳さくら」）

0294-76-9199

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

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

常陸太田市小菅694-3

一食50円引

0294-76-9907

常陸太田市上宮河内321-1

お食事ご利用の方に「梅の実ドリンク200ｍｌ」1本サービス
※ご本人様のみ

0294-85-1130

常陸太田市松平町159

石臼引き常陸秋そば粉1,400円→無料

0294-78-0524

常陸太田市磯部町1000-4

全メニュー50円引 ※ご本人様のみ

0294-76-9000

常陸太田市赤土2408

そばハウス龍亭（ＲＵＴＩＮ）

お食事代100円引

0294-87-0333

常陸太田市下高倉2153-39

西山の里「桃源」

ソフトクリーム100円値引き

0294-73-1300

常陸太田市新宿町576

お食事代100円引

0294-87-0777

常陸太田市天下野2133-6

当社にて2,000円以上お買い上げのお客様に

ひたち農園
泊まる

イバライガーエッグ（白玉）10ヶ入1パックプレゼント

清流久慈川畔
四季の湯宿

常陸太田

観光・レジャー

ホテル鮎亭
梅屋山荘

響

里美温泉保養センター
西金砂湯けむりの郷

食べる

割引後のお買い物金額が2,000円以上の方に8種混合古代米100
ｇ（350円相当）をプレゼント

ぬく森の湯
金砂の湯

さとみ

西金砂湯けむりの郷

金砂庵

水府直売所 竜神そばの郷
手打ち蕎麦屋

たべもの工房

西金砂そばの郷

旬

水府物産センター

そば工房

レストラン森の風

2

※5名様有効

所在地

利用目的

泊まる

施設名

優待の内容

電話番号

里美生産物直売所

お食事ご利用の方に里美のむヨーグルト又はＷａｋａｓａヨーグ
ルト150mlどちらか1本サービス

所在地

0294-82-3883

常陸太田市大中町866-1

ヨネビシ醤油株式会社

卵かけご飯専用醤油「卵かけご飯専科」ミニボトル（100ml）1
本プレゼント

0294-72-2255

常陸太田市内堀町2365

0294-85-1126

常陸太田市天下野5788

夕食時日本酒1合又はソフトドリンク1本サービス

0294-82-2236

常陸太田市折橋町1409

銚子屋旅館

夕食時小鉢一品サービス

0294-72-0030

常陸太田市西一町2339

まんだらじ旅館

巾着袋一つプレゼント

0294-72-0454

常陸太田市新宿町330

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

科学館・天球劇場の各入館料50円引き（セット券は除く）

0294-24-7731

日立市幸町1-21-1

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

日立市宮田町5-2-22

日立市かみね動物園

会員証1枚につき小人1人の入園料無料 ※小人1人に限る

0294-22-5586

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

入場料 大人60円引、小人20円引

0294-24-2424

日立市入四間町863-1

常陸牛焼肉ステーキ専門店
肉のレストランくらた

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

ソフトドリンク1杯サービス

0294-25-1114

日立市幸町1-20-3

ソフトドリンク1杯サービス

0294-22-5531

日立市幸町1-20-3

おすすめ1品サービス

0294-23-2402

日立市鹿島町1-1-3

刺身三点盛りサービス

0294-26-8508

日立市幸町2-8-9

①宿泊のお客様全員、モーニングドリンクをサービス致します。
（珈琲通のお客様に美味しい珈琲をお淹れします）
田舎のおもてなし

岩倉鉱泉

②11名様以上でお泊りのお客様、1名様の宿泊料をサービス致し
ます。
③還暦・古希・喜寿・米寿などのお祝いで、7名様以上でお泊り
のお客様に、お祝いのお赤飯をサービス致します。

横川温泉

日立

観光・レジャー

食べる

山田屋旅館

ホテルテラスザスクエア
イタリアンレストラン「イル・バンカーレ」
ホテルテラスザスクエア
ライブラリーカフェ「トラックス」
和洋食菜

まんてん

炭火Dining格子屋

泊まる

ひたち南ドライブイン

勘太そば

700円以上のご注文時に会員証提示で本日の小付1皿サービス

0294-28-1010

日立市大和田町2173

ひたち南ドライブイン

回天寿司一平鮨

ご注文時会員証提示で板前おまかせ一皿サービス

0294-28-1010

日立市大和田町2173

ひたち南ドライブイン

海鮮処しおかぜ

ご注文時会員証提示でソフトドリンク1杯サービス

0294-28-1010

日立市大和田町2173

国民宿舎

観光・レジャー

食べる

レストラン「しおさい」にてソフトドリンクサービス

鵜の岬

0294-39-2202

日立市十王町伊師640

ホテルテラスザスクエア日立

ご宿泊の方アーリーチェックイン(通常13:00〜）・レイトチェ
ックアウト（通常11:00〜）

0294-22-5531

日立市幸町1-20-3

ホテル天地閣

ディナータイム、お一人様一杯ウーロン茶無料（提供範囲：本人
と同行者1名）【1Ｆレストランにて/ご婚礼、ご会食は除く】

0294-22-0188

日立市旭町2-6-13

日立ホテルクレイン

正規宿泊料金5％割引、ご飲食料金10％割引

0294-54-0711

日立市大みか町2-1-22

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

宿泊利用大人のお客様に当館特製海草うどん1把プレゼント

0294-52-2522

日立市水木町1-1-15

東海テラパーク

粗品進呈

029-287-1252

那珂郡東海村白方1-1

原子力科学館

元素周期表ポスターをプレゼント(在庫が無くなり次第終了)

029-282-3111

那珂郡東海村村松225-2

カジュアルレストラン

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時まで受付

029-284-0127

那珂郡東海村村松北1-13-1

お買い上げの5％割引（4月・5月は15％割引）

090-8057-0593

那珂郡東海村村松870-2

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

029-219-7115

東海村舟石川駅東1-15-16

植物園・熱帯植物館

団体料金（200円）に割引

029-295-2150

那珂市戸4589

ゆばの里

飲食・売店利用料金5％割引

029-296-2277

那珂市静1789

デザート1品サービス

029-212-8360

那珂市後台742-2

デザートにアイスクリームをサービス

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

プレジャーガーデンのりもの券割引1,100円分→900円 ※5セ
ットまで

029-265-8185

ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18

魚市場

森田水産

レジ清算時に3％割引 ※鮮魚売場の対面販売時は除く

029-262-5306

ひたちなか市湊本町21-7

海鮮処
り屋）

森田

レジ清算時に3％割引

029-262-5303

ひたちなか市湊本町21-7

レジ清算時に3％割引

029-263-4801

ひたちなか市湊本町21-7（1F）

海づくしの湯
東海

日立駅前店

※土・日・祝日を除く平日のみ利用可

はぎ屋旅館

グルヌイユ

藤戸いちご園
自然食のお店
那珂

観光・レジャー
食べる

ひなた畑

静香庵

ビストロ＆カフェ
とんかつ一筋

ひたちなか

観光・レジャー
食べる

回転寿司

ペシュー

かつ吉

森田

那珂湊店（本店・別館・どんぶ
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所在地

利用目的

施設名

優待の内容

那珂湊お魚市場店

500円以上お買い上げのお客様に那珂湊港水揚げの魚丸干し干物
3尾プレゼント

喰い処 くりたや
喰い道楽
生そば処

029-262-5811

那珂湊おさかな市

ソフトドリンクサービス

029-263-7310

ひたちなか市湊本町22-8
場内

那珂湊おさかな市

すみよし

ワンドリンクサービス

029-262-3551

ひたちなか市湊中央1-5-12

ちおん

スタンプカード作成、スタンプ10個で500円引

029-263-7037

ひたちなか市部田野3688-1

インド式ミルクティー「チャイ」1杯サービス

029-273-3333

ひたちなか市東大島1-25-20

本日のコーヒーサービス券1枚プレゼント

029-274-1151

ひたちなか市共栄町8-18

イベント会場に於いて10％割引

029-273-8070

ひたちなか市馬渡2974-35

ジェラート1個50円引

029-262-3731

ひたちなか市釈迦町18-38

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

宿泊のお客様に生ビール1杯サービス

029-262-3164

ひたちなか市湊本町11-4

みなと観光ホテル

正規宿泊料金10％割引

029-262-4118

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％割引

029-273-7711

ひたちなか市大平1-22-1

阿字ヶ浦観光旅館

1泊2食付6,500円以上ご利用の方正規宿泊料金5％割引

029-265-8222

ひたちなか市磯崎町4647-1

電話予約で事前に申し出があった場合のみ、1グループ10名様ま
で宿泊料5％割引 ※年末年始、ＧＷ、お盆の時期除外

029-265-7006

ひたちなか市磯崎町4318

029-265-7339

ひたちなか市阿字ヶ浦町68

インド料理

曼陀羅

サザコーヒー
SUSHIKO

本店

風林亭

ほしいも専門店
干しいも

磯料理とワインの宿

海荘

観光・レジャー

大丸屋

マルヒ

潮騒の宿

水戸

所在地
ひたちなか市湊本町19-8
場内

カクダイ水産

泊まる

電話番号

春日ホテル

とらや

丸徳旅館

正規宿泊料金5％割引

大利

※平日のみ、金曜・休前日除く

はらや旅館

乾燥天然ふのりプレゼント

029-265-7479

ひたちなか市阿字ヶ浦町148-4

旅館

正規宿泊料金10％割引、粗品進呈

029-265-8181

ひたちなか市阿字ヶ浦町196-3

民宿 満州屋

ご宿泊の方に粗品プレゼント

029-265-8151

ひたちなか市磯崎町4625-2

海辺の宿

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

団体料金に割引

029-221-6570

水戸市常磐町1-3-3

弘道館

団体料金に割引

029-231-4725

水戸市三の丸1-6-29

茨城県立歴史館

団体料金相当額への割引

029-225-4425

水戸市緑町2-1-15

偕楽園

ちどりや

レストハウス砂丘
好文亭

団体料金相当額への割引
茨城県近代美術館

【ただし平成29年5月15日〜平成30年1月12日は空調設備工事
の為休館です】

029-243-5111

水戸市千波町東久保666-1

水戸芸術館

オリジナルポストカードセット進呈

029-227-8111

水戸市五軒町1-6-8

水戸市立博物館

団体料金相当額への割引

029-226-6521

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

お買い物2,000円以上の方に「梅酒ワンカップ」プレゼント

029-246-4811

水戸市元吉田町327

粗品プレゼント

029-221-2491

水戸市新荘町1-5-50

すずきオリジナル傘10〜20％割引

029-221-5865

水戸市大工町2-6-29

梅酒と酒の資料館

別春館

【郷土工芸品・水府提灯】

青野商店

鈴木洋傘店
食べる

水戸京成ホテル

ディナーコースご注文の方にワンドリンクサービス

029-226-3111

水戸市三の丸1-4-73

水戸京成ホテル カジュアルレストラン「コーヒ
ーショップ&me」

中華料理「景山」

ディナータイムお食事をご注文の方にワンドリンクサービス

029-226-3111

水戸市三の丸1-4-73

水戸プラザホテル

レストラン「ローズ」

ランチ5％割引・ディナー10％割引 ※対象外商品あり

029-305-8181

水戸市千波町2078-1

水戸プラザホテル

旬菜和膳「よし川」

ランチ5％割引・ディナー10％割引 ※対象外商品あり

029-305-8184

水戸市千波町2078-1

水戸プラザホテル

中国料理「四川飯店」

ランチ・ディナー5％割引

029-305-8800

水戸市千波町2078-1

ソフトドリンクサービス

029-253-1210

水戸市双葉台4-559-8

シーズナルダイニング

リブ

カフェ・レストラン

リバティーヌ

ご注文時一品サービス

029-232-0877

水戸市天王町2-45

インド料理

水戸京成店

インド式ミルクティー「チャイ」1杯サービス

029-232-9199

水戸市泉町1-6-1

商品の10％割引

029-241-1289

水戸市見川3-720-1

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

そば紀

あんこそばがきサービス

029-244-7822

水戸市笠原町1229-8

五鐵

ソフトドリンク1杯サービス

029-225-6073

水戸市南町1-3-27

曼陀羅

白河そば店
常陸乃国の石臼そば

夢境庵

水府庵
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水戸京成百貨店内

地下1F

所在地

利用目的

施設名

優待の内容

電話番号

毎月1日→3150円以上ご飲食の方500円すし券プレゼント
毎日→3150円以上ご飲食の方5枚で500円（1枚100円）すし券
プレゼント

029-221-3853

水戸市浜田1-1-45

大黒鮨

ご飲食料金5％割引

029-247-7107

水戸市元吉田町321-2

浜鮨

全品10％割引

029-252-1651

水戸市見和1-470-94

味の店かくた

飲食代金1,000円以上の方5％割引 ※他クーポンとの併用不可

029-251-2819

水戸市西原2-17-3

デザートサービス

029-257-5005

水戸市大足町1574

ソフトドリンクサービス

029-305-7560

水戸市千波町 2755-1

ソフトドリンクサービス

029-304-0141

水戸市米沢町283-2

酒趣

お手軽おつまみ8種の中から、1グループ1品をサービス

029-302-1103

水戸市城南1-5-16

水戸サウスタワー店

産梅酒・焼酎・ソフトドリンクの中からお好きなものを1杯サー
ビス

029-224-6454

水戸市宮町1-7-33 水戸サウスタワー11F

オリジナルプレゼント

029-231-6711

水戸市常磐町1-3

オリジナル品プレゼント（季節により内容変わります）

029-253-3251

水戸市加倉井町宿後415

原田いちご園

入園料・販売価格10％割引

029-241-5356

水戸市小吹町2932

天狗納豆

全商品10％割引

029-225-2121

水戸市三の丸3-4-30

だるま納豆

定価20％割引

029-221-7068

水戸市柳町1-7-8

総本舗

全商品10％割引

029-221-4281

水戸市本町3-8-6

定価10％割引

029-221-6153

水戸市渡里町1800

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100円引き

029-255-1482

水戸市全隈町1454

あさ川製菓

水戸駅南店

商品5％割引

029-227-2002

水戸市白梅1-1-1

あさ川製菓

元吉田店

商品5％割引

029-248-2000

水戸市元吉田町1632-1

あさ川製菓

見川店

商品5％割引

029-252-0708

水戸市見川2-108-26

あさ川製菓

平須店

商品5％割引

029-241-2310

水戸市平須町1820-115

井熊総本家

商品5％割引

029-221-2605

水戸市南町3-3-48

きね八

お買い上げ合計額から5％割引

029-227-4130

水戸市堀954-2

寿司

藤

水戸の和食・ちゃんこ鍋の店
加護や・千波

横綱本店

とう粋庵

うまいもの工房

加護や

和伊和伊ダイニング
常陸之國もんどころ

フォレスト店

偕楽園レストハウス
水戸ドライブイン

納豆なんでも展示館

水戸納豆

水戸藩漬物処

泊まる

ひたちの里

根本漬物

総本舗

観光・レジャー

※ランチを除く

第二住吉ビル1F

豆処

但馬屋

泉町店

豆菓子8％引き

029-221-3852

水戸市泉町1-7-7

豆処

但馬屋

銀杏坂店

豆菓子8％引き

029-222-3852

水戸市南町1-2-31

水戸プラザホテル

正規宿泊料金20％割引

029-305-8111

水戸市千波町2078-1

水戸京成ホテル

正規宿泊料金20％割引

029-226-3111

水戸市三の丸1-4-73

ホテルレイクビュー水戸

正規宿泊料金10％割引 ※年末年始・宿泊プランは除く

029-224-2727

水戸市宮町1-6-1

029-300-1100

水戸市城南2-2-2

プレジデントホテル水戸

茨城

※他クーポンとの併用不可

所在地

正規宿泊料金10％割引
レストラン利用料理料金5％割引

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

水戸市桜川1-9-6

ホテルメッツ水戸

正規宿泊料金10％割引

029-222-3100

水戸市宮町1-1-1

アパホテル

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

ウィークリーホテル プリモ

ミネラルウォーター1本プレゼント

029-231-6999

水戸市城南2-6-1

みまつホテル

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

029-224-3005

水戸市宮町2-4-26

みまつアネックスホテル

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

029-231-8110

水戸市宮町3-2-14

フォワード

施設使用料金半額

029-293-8884

東茨城郡茨城町中石崎2624-19

029-293-7441

東茨城郡茨城町中石崎2263-1

029-240-8811

東茨城郡茨城町上石崎156-3

ご宿泊の方お酒またはソフトドリンクどちらか1杯サービス

029-292-0150

東茨城郡茨城町大字小鶴100

ブルーベリー狩り体験の方、オリジナルアイス50円引

0299-47-0770

小美玉市花野井298-1

029-288-5600

東茨城郡城里町春園36

水戸駅北

マリンスポーツ

涸沼自然公園キャンプ場
食べる

お食事と宴会処

泊まる

旅館

小美玉

食べる

やわらぎファーム

城里

観光・レジャー

朋仙

中多屋

人員割使用料（大人200円、小人100円）20％割引
※5月の連休及びお盆（8/13〜15）は除く
昼食時に限りお刺身付定食880円で提供

※昼食無休

お食事の方にコーヒーサービス

昼食時1ドリンクサービス(生小まで）
水戸レイクスカントリークラブ

※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
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所在地

利用目的

食べる

施設名
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

寿司・天ぷら

会計時5％割引 ※ランチメニューを除く

そよ風の丘
笠間

観光・レジャー

優待の内容

九重

城里ブルーベリーガーデン

ブルーベリー摘み取り

電話番号
029-288-5505
029−288−3078

500ｇ以上お買い上げの方入園料無料

所在地
東茨城郡城里町上入野4384
東茨城郡城里町石塚2334−1

029-288-2293

東茨城郡城里町石塚2414-4

茨城県陶芸美術館

団体料金相当額への割引

0296-70-0011

笠間市笠間2345

笠間稲荷美術館

入館料一律50円引き

0296-73-0001

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％割引

0296-74-3000

笠間市福原2001

笠間つつじ公園

入園料100円引き

0296-77-1101

笠間市笠間616-7

笠間工芸の丘

陶芸体験10％割引

0296-70-1313

笠間市笠間2388-1

※4名様まで

【郷土工芸品・笠間焼】

樹窯（いつきがま）

商品10％割引

0296-72-4197

笠間市手越778-8

【郷土工芸品・笠間焼】

やまさき陶苑

商品10％割引、粗品（笠間焼）進呈

0296-72-6865

笠間市笠間2192-21

【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％割引

0296-72-0670

笠間市下市毛754

【郷土工芸品・笠間焼】

きらら館

商品10％割引

0296-72-3109

笠間市笠間2258-1

※一部除外品有

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

神具百般

全商品10％割引

0296-72-0202

笠間市笠間1269-2

0299-45-6622

笠間市上郷2775-7

ときわ

1枚提示につき1棟の正規宿泊料金10％割引
あたご天狗の森

食べる

スカイロッジ

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

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

お食事1人100円引き ※4名様までOK・他クーポン併用不可(そ
ば・うどん類、そばがきに限ります)

0296-72-5676

笠間市石井1803-1

グラスワイン又はソフトドリンク1杯サービス

0296-72-3333

笠間市笠間2698-16

ソフトドリンクまたはワイン1杯サービス

0296-73-0020

笠間市笠間1150

zakka&café gallery LE MIDI（ラ・ミディ）

ソフトクリーム100円引（通常300円→200円）

0296-73-0430

笠間市笠間1357-2

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

こだわりチョコ

●グッドヘルシーチョコレート ：ご試食（飲み物付）サービス

0296-70-5505

笠間市大田町292-16

焼酎、ウイスキーボトル50％割引

0296-72-4913

笠間市石井1110

いなり工房 ISAGO

お買い上げ金額の10％割引

0296-78-4848

笠間市東平4-5-45

岩間の栗や

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

お買い上げのお客様にオススメ焼き菓子プレゼント

0296-72-6557

笠間市下市毛285

おからサービス

0296-72-3072

笠間市笠間2810

須藤本家

3,000円以上お買上げの方に「郷乃誉」ロゴ入り塗枡1個プレゼ
ント

0296-77-0152

笠間市小原2125

ホテル

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

基本宿泊料5％割引

0296-72-0861

笠間市笠間14-1

旅館いなみ

正規宿泊料金5％割引

0296-72-0165

笠間市来栖45-5

大洗マリンタワー

入館料を団体料金に割引

029-266-3366

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

東茨城郡大洗町港中央12

ＮＰＯ法人

カリキュラム参加者10％割引

029-266-3322

大洗町幕末と明治の博物館

入館料

029-267-2276

東茨城郡大洗町磯浜町8231-4

大洗美術館

入館料10％割引

029-266-2637

東茨城郡大洗町磯浜町8249

願入寺

拝観懇志 （夕照殿にて）

029-266-2334

東茨城郡大洗町磯浜町7920

サーフィン体験参加者にオリジナルステッカー、エナジードリン
クサービス

029-267-7088

東茨城郡大洗町磯浜町8179-3

入館料割引 大人200円割引、高齢者・小人100円割引 ※17
時以降は対象外

029-267-1126

東茨城郡大洗町港中央26-1

お食事のお客様8％割引又は1人1杯ドリンクサービス（アルコー
ル可）

029-266-0701

東茨城郡大洗町大貫町256-267

そば処

つたや

石臼挽きそば家
フランス料理
レストラン

尚庵

ポーム・ド・パン

モン・ラパン

リバーサイド

-シュエット-

ライラック

小田喜商店

洋風笠間菓子
豆腐茶屋

泊まる

観光・レジャー

グリュイエール

佐白山のとうふ屋

イオ

割烹旅館

大洗

アルフェラッツ

城山

大洗海の大学

開基堂資料館

サーフショップ

ＷＥＤＧＥ

大洗町健康福祉センター
食べる

※予約時の申し出るに限る（土、休前日及び4/29〜5/5、7/21
〜8/31、12/25〜1/3の期間は除く）その他の割引及びプラン
併用は不可

レストラン

ヌーヴォー

ゆっくら健康館

大人200円引、大学生100円引、小中高生50円引
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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

所在地

利用目的

施設名
大洗シーサイドホテル
リア」
大洗老舗すし店

栗崎屋

食べる

観光・レジャー

泊まる

行方

観光・レジャー
泊まる

029-264-7676

東茨城郡大洗町磯浜町8253-18（大洗海山直
売センターいきいき内）

お魚天国

大洗浜っ子食堂

会計時5％割引

029-264-7675

東茨城郡大洗町港中央11-2
ウトレット内

レジ清算時に3％割引

029-264-6550

東茨城郡大洗町吹上5612

029-267-4060

東茨城郡大洗町磯浜町3152-1

029-267-5135

東茨城郡大洗町磯浜町676

029-267-0121

東茨城郡大洗町磯浜町8253-56

森田

大洗店

味処

大森

いわし懐石料理10％割引

割烹

かま家

ソフトドリンク1杯サービス
お食事のお客様大洗海鮮市場内の商品10％割引
商品除く

海鮮どんぶり亭

観光・レジャー

※特売・割引

つるちゃんの話食庵

ちょこっと抹茶アイスサービス

029-267-2580

東茨城郡大洗町五反田152

飯岡屋水産

1,000円以上お買い上げの方にワンコイン珍味1点プレゼント

029-267-2839

東茨城郡大洗町磯浜町679

1,000円以上お買い上げの方に梅ジュースプレゼント

029-267-2069

東茨城郡大洗町磯浜町546

1,000円以上お買い上げの方に酒粕プレゼント

029-266-2168

東茨城郡大洗町磯浜町638

ご宿泊の方にコーヒー券1枚サービス（大人のみ）

029-267-2111

東茨城郡大洗町磯浜町6881

029-267-2151

東茨城郡大洗町磯浜町6881

本店

café

ＷＡＯＮ
本店

大洗シーサイドホテル

ご宿泊の（1泊2食付き）大人の方にコーヒー券サービス
※チェックイン時に会員証提示

大洗リゾートア

大洗パークホテル

宿泊のお客様に（1泊2食付に限る）ソフトドリンク1杯サービス

029-267-2171

東茨城郡大洗町磯浜町8249-10

旅館

小林楼

正規宿泊料金5％割引

029-266-2005

東茨城郡大洗町磯浜町6882

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

東茨城郡大洗町大貫町78

民宿 とびた荘

ソフトドリンク1杯サービス

029-267-5070

東茨城郡大洗町磯浜町8226-6

割烹民宿

手作りの干物や海草等サービス

029-266-1355

東茨城郡大洗町磯浜町7986-17

ペンション セレブ

ソフトドリンク1杯サービス

029-264-5415

東茨城郡大洗町磯浜町8226-6

irihune（入船）

ソフトドリンク1杯サービス

029-267-3220

東茨城郡大洗町磯浜町8252-9

松峯ゴルフガーデン

ボール料金1個7円→5円に割引

0291-36-3800

鉾田市菅野谷841

みなみ果樹園芸

お買いもの10％割引

0291-37-1049

鉾田市上釜365

0291-33-2858

鉾田市安房1623-1

丸屋

フォレストパーク

メロンの森

メロン狩り5％割引

健康たっしゃか村

深作農園

いちご狩り・メロン狩り100円引き ※他クーポンとの併用不可

0291-39-8560

鉾田市台濁沢361

メロン・さつまいも・イチゴ100円引
み

0291-37-4147

鉾田市樅山602-1

全品10％割引

0291-39-3241

鉾田市中居330

宿泊者にドリンク1本サービス

0291-37-1171

鉾田市箕輪3604

大野潮騒はまなす公園

展望塔入館料50円引

0299-69-4411

鹿嶋市角折2096-1

和風レストラン

お食事の方にコーヒー又は紅茶サービス

0299-83-1221

鹿嶋市宮中5-10-14

マドレーヌ1個サービス

0299-82-9377

鹿嶋市平井1051-1

団体料金に割引

0299-92-5155

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

神栖市東深芝8

鹿島セントラルホテル

正規宿泊料金10％割引

0299-95-5511

神栖市大野原4-7-11

アトンパレスホテル

宿泊・飲食料金20％〜10％割引(要確認）

0299-92-4411

神栖市大野原1-12-1

霞ヶ浦ふれあいランド

入館料を団体料金に割引

0299-55-3927

行方市玉造甲1234

0291-35-2821

行方市山田121

オリジナルボールペンお一人様1本プレゼント

0291-35-0123

行方市山田3969

体験陶芸 2名まで5％割引、3名から10％割引 ※不定休のため
事前連絡要

0299-66-4045

潮来市延方乙3263-9

温泉足湯コーナー半額

0299-67-1161

潮来市前川1326-1

0299-67-5611

潮来市水原1830-1

サングリーン旭

涸沼温泉

コモリ食品
いこいの村涸沼

港公園

やまびこ
モンブラン

展望塔

北浦温泉

北浦荘

会員制レンタル工房
道の駅

いたこ

かんぽの宿

潮来

※1グループ人数制限なし

※お一人様各1ケースの

個室（有料休憩室）利用料金を割引
一般優待料金700円、65歳以上優待料金500円

北浦宝来温泉つるるんの湯宿
潮来

東茨城郡大洗町大貫町531

会計時5％割引

パティスリー
神栖

029-266-3355

海鮮食事処

鯉のうま煮

観光・レジャー

お1人様1,100円以上お食事の方100円引き

お魚天国

JA茨城旭村特産物直売所

鹿嶋

東茨城郡大洗町磯浜町6881

東茨城郡大洗町磯浜町8253-18（大洗海山直
売センターいきいき内）

大洗ホテル

泊まる

029-267-2111

029-264-7676

月の井酒造店

食べる

コーヒー1杯サービス ※大人のみ

会計時5％割引

ｕｍｅ

観光・レジャー

所在地

回転寿司

大洗海鮮市場

鉾田

電話番号

お魚天国

海鮮処

泊まる

優待の内容

「レストランウィスタ

夢考房

北浦湖畔荘

日帰り入浴料 大人100円引
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※各種割引実施日は適用除外

所在地

石岡

利用目的

施設名

食べる

手焼きせんべい

泊まる

観光・レジャー

優待の内容

つか本

0299-66-0690

潮来市日の出2-10-12

阿や免旅館

ご宿泊の方にモーニングコーヒーサービス

0299-62-2127

潮来市潮来108-24

割烹旅館

ソフトドリンク1本とモーニングコーヒーサービス

0299-64-6111

潮来市永山2614

茨城県フラワーパーク

入園料を団体料金に割引
等は不可

0299-42-4111

石岡市下青柳200

常陸風土記の丘

入園料 大人110円引、小人50円引

0299-23-3888

石岡市染谷1646

ダチョウ王国

ダチョウのエサ 500円→300円に割引

0299-23-2245

石岡市半の木14052

入園料20％割引 ※6名様まで

0299-43-6656

石岡市吉生2730-3

利用料金10％割引

0299-42-4003

石岡市小幡2119-33

半日体験コース500円引き

0299-44-1408

石岡市上曽1698-1

0299-46-2457

石岡市柴間431-35

0299-42-4126

石岡市小幡1416

銚子屋

石岡ファーム

東筑波高原ファミリーランド
パラグライダースクール

筑波園

エアパークCOO

やさと温泉

観光・レジャー

食べる

ミニコンサート付き800円→750円
ゆりの郷

0299-42-2922

石岡市小幡2132-14

【郷土工芸品・線香】

駒村清明堂

1,000円以上お買い上げの方に清明香1把プレゼント

0299-42-2819

石岡市小幡1899

【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

お食事5％割引

0299-24-4555

石岡市府中1-3-13

8％割引

0299-23-0117

石岡市国府3-1-3

食堂 いづみや

10％割引

0299-22-2382

石岡市府中2-4-2

佃煮

お買い上げ金額から5％割引

0299-22-2557

石岡市国府1-2-30

石岡酒造

利酒サービス

0299-26-3331

石岡市東大橋2972

ホテル橋本楼

正規宿泊料金5％割引

0299-22-2021

石岡市府中2-1-29

石岡プラザホテル

正規宿泊料金10％割引

0299-24-1110

石岡市国府1-6-33

ホテルグランマリア−ジュ

正規宿泊料金10％割引

0299-22-4100

石岡市国府1-1-33

石岡市国民宿舎 つくばね

モーニングコーヒーサービス

0299-42-3121

石岡市小幡2132-50

割烹旅館

オリジナル日本手ぬぐいをプレゼント

0299-26-3232

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

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

土浦市上高津1843

霞ヶ浦観光遊覧船ラクスマリーナ

乗船料金10％割引 大人1,380円 小人690円

「ホワイトアイリス号」

天然温泉 霞ヶ浦温泉マリーナ足湯サービス

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％割引

029-821-4760

土浦市東崎町1-17

国民宿舎水郷

貸し出しバスタオル無料

029-823-1631

土浦市大岩田255

ご予約でソフトドリンクサービス

029-822-2516

土浦市中央1丁目5-7

店内ご飲食の方にソフトドリンク1杯サービス
※会員証提示の方に限る

029-826-1090

土浦市粕毛290-1

自家製小鉢一品サービス

029-821-0642

土浦市中央2-8-2

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

ファミリーフクライ

会計時5％割引

029-821-8019

土浦市中高津3丁目14-2

柴沼醤油醸造

板前仕立て醤油「紫峰」1Lプレゼント

029-821-2400

土浦市虫掛町374

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％割引

029-824-3411

土浦市湖北1-1-8

ビジネスホテルトキワ

グラスビール1杯サービス

029-822-9378

土浦市蓮河原新町3-12

かすみがうら市歴史博物館

入館料を団体料金に割引

029-896-0017

かすみがうら市坂1029-1

佃煮

佃煮1パックプレゼント

029-896-0504

かすみがうら市坂687

筑波山ロープウェイ

往復乗車券100円引 ※大人のみ

029-866-0611

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

つくば市筑波1

そば処

小野越
寿し長

料亭

飯田屋

いづみ荘

日帰り入浴「霞浦の湯」

かね喜

食べる
つくば

観光・レジャー

土浦店

桝屋

洋食ぢんぎすかん

観光・レジャー

常陽観光

霞月楼

そば処

かすみがうら

※入館料は別途負担

オリジナルLEDボールペンプレゼント

回転寿司

泊まる

レストランでソフトドリンク無料サービス

石岡市つくばねオートキャンプ場

割烹

土浦

※特別な催事、イルミネーション営業

入館料300円→250円

ギター文化館

泊まる

所在地

ご来店のお客様に焼きたてのおせんべいとお茶のサービス

東筑波ユートピア

食べる

電話番号

ひつじの小屋

貝塚忠三郎商店
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※1名様のみ

所在地

利用目的

食べる

施設名

優待の内容

電話番号

所在地

つくば牡丹園

芍薬茶茎茶 （20名様まで）

029-876-3660

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

つくば市沼田579

プロダクションＢＳＫ

ＢＳＫダンスホール、とまと演芸茶屋入場料10％割引

029-864-8666

つくば市若森1359-1

里の自然村

ルーラル吉瀬

キャンプ利用時入場料（グリーン管理料）30％割引 ※利用者
全員

029-857-3355

つくば市吉瀬1679-1

筑波山温泉

つくば湯

入浴料100円引

029-866-2983

つくば市筑波64-9

つくば湯〜ワールド

入館料割引 大人1,500円→1,200円（税別） 小人700円→600
円（税別）

029-839-5000

つくば市下原370-1

常陸牛料理

お食事されたお客様にコーヒーサービス

029-866-1221

つくば市筑波山臼井2103-5筑波山風返峠

ひたち野

おみやげ・お食事処

神田家

当店ご利用1,000円以上で10％割引 ※5名様まで

029-866-0044

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％割引

029-856-1953

つくば市下平塚383

お料理5％割引

029-855-8181

つくば市小野崎254

つくば山水亭
レストセンター筑波館

本店

お土産・お食事代金10％割引

029-866-0019

つくば市筑波723

レストセンター筑波館

支店

お土産・お食事代金10％割引

029-866-0815

つくば市筑波819

※現金支払いのみ、入店時会員証提示・他サービス券との併用不
可

029-864-2310

つくば市栗原4095-1

1,000円以上で土産品・お食事10％割引

029-866-0035

つくば市筑波753

029-847-6903

つくば市上河原崎411

お食事代金5％割引
割烹

一の矢

筑波山むらさき

入園料を大人50円引き、子供（小学生）30円引き

ブルーベリーサイトウ

泊まる

生果実1キロ以上10％割引

瀬尾果樹園

入園料1割引 ※4名様まで

029-866-2084

つくば市上菅間952

オークラフロンティアホテルつくば

正規宿泊料金20％割引、飲食料金5％割引

029-852-1112

つくば市吾妻1-1364-1

正規宿泊料金20％割引

029-860-7700

つくば市竹園2-20-1

ホテルグランド東雲

正規宿泊料金（シングル・ツイン）10％割引

029-856-2211

つくば市小野崎488-1

つくばスカイホテル

朝食無料サービス

029-851-0008

つくば市小野崎283-1

つくばデイリーイン

朝食無料サービス

029-851-0003

つくば市千現1-12-4

筑波温泉ホテル

夕食時オリジナル食前酒サ−ビス

029-866-0521

つくば市筑波395

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
※チェックイン時に会員証提示

029-866-0311

つくば市筑波753-1

つくばグランドホテル

ご宿泊の方（希望者）つくばわんわんランド無料招待券をプレゼ
ント※毎週木曜・年末休園

029-866-1111

つくば市筑波1050-1

ホテルレイクサイドつくば

1泊2食宿泊料金10％割引

029-876-5050

つくば市下岩崎708-1

筑波山江戸屋

宿泊の方 夕食時酒又はジュース1本付き
昼食のみ 入浴料1,000円→500円に割引

029-866-0321

つくば市筑波728

宿泊の方にモーニングコーヒーサービス

029-866-2222

つくば市筑波64-2

青木製麺工場（あおきや）

乾麺10％割引

0297-58-2131

つくばみらい市板橋2277

国産十五雑穀米

全商品5％割引

0297-58-0453

つくばみらい市豊体1141-3

入園料100円引

029-875-0592

牛久市島田町1725

029-872-8081

牛久市田宮3-10-20

オークラフロンティアホテルつくば

筑波山温泉
つくばみらい

牛久

食べる

食べる
泊まる

阿見

観光・レジャー

取手

食べる

龍ヶ崎

観光・レジャー

エポカル

彩香の宿 一望

ヘルシアプラス

長沼りんご園

宿泊料金割引 ※現金支払いのみ

ビジネスホテルグランディール

（シングル5,500円→5,000円、ツイン13,500円→10,000円）

予科練平和記念館

入館料割引 大人500円→400円、小人300円→240円 ※4名
様まで

029-891-3344

稲敷郡阿見町廻戸5-1

あみプレミアム・アウトレット

割引クーポンシート進呈
員証を提示

029-829-5770

阿見町よしわら4-1-1

0297-85-8460

取手市山王87-1

レンタルフェイスタオル1名様1本無料貸出

0297-60-1126

龍ケ崎市板橋町440

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）

0297-64-7111

龍ｹ崎市向陽台4-5

ソフトドリンクサービス

0297-62-2730

龍ヶ崎市馴馬町510

飲食すべて10％割引

0297-60-0205

龍ヶ崎市藤ヶ丘5丁目15-15

高級手焼風せんべい

お買い上げ金額の5％を商品にてサービス

椎名米菓

※一部商品に対象外あり

農業公園 豊作村 湯ったり館
【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

食べる

そばの池田屋
COFFEE HOUSE とむとむ

※インフォメーションセンターにて会

龍ヶ崎店

お買い上げ金額2,000円以上お買い上げの方に
髙橋肉店

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

甘納豆のつかもと

直売所での商品10％割引

0297-62-0375

龍ケ崎市白羽4-5-7

5％割引

0297-62-5881

龍ヶ崎市3359

民話の里の語りべ煎餅処

鍵林

本社・直売店
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所在地

利用目的

施設名

優待の内容

電話番号

所在地

民話の里の語りべ煎餅処

鍵林

サプラ店

5％割引

0297-65-4808

龍ケ崎市小柴5-1-2
プラ1階

民話の里の語りべ煎餅処

鍵林

女化店

5％割引

0297-62-5348

龍ケ崎市貝原塚町女化原3595

自転車の販売価格から10％割引 ※特売品を除く

029-886-0530

稲敷郡美浦村大山1148

美浦

観光・レジャー

自転車・自動車

稲敷

観光・レジャー

こもれび 森のハイライド

入園料金100円引き

029-892-3911

稲敷市上君山2060-1

下妻

観光・レジャー

大宝八幡宮

歴史資料館 入館料無料

0296-44-3756

下妻市大宝667

0296-30-5121

下妻市長塚乙70-3

しもつま温泉

美浦産業

泊まる
桜川

観光・レジャー

食べる
泊まる
筑西

観光・レジャー

ビアスパークしもつま

入館料20％割引

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 ※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

0296-30-4126

下妻市中居指1126

道の駅

しもつま納豆「福よ来い」5％割引

0296-30-5294

下妻市数須140

中屋旅館

正規宿泊料金10％割引

0296-44-3035

下妻市下妻乙382-1

雨引山楽法寺(雨引観音）

絵馬堂売店内5％割引

0296-58-5009

桜川市本木1番地

KEK直営

アールスメロン狩り入場料金100円引

0296-76-0744

桜川市下泉34-7

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

桜川市上野原地新田48

長島ブルーベリー園

入園料10％割引

0296-58-7890

桜川市大国玉2126-1

伝正寺温泉

ご宿泊の方に地酒1合またはソフトドリンクとモーニングコーヒ
ーサービス

0296-55-2131

桜川市真壁町桜井1074-26

入館料を団体料金に割引

0296-25-3830

筑西市甲866-1

伝統工芸品「桐下駄」10％割引

0296-37-6108

筑西市関本上345

観音そば（常陸秋そば使用）100円割引

0296-52-6052

筑西市宮山504

レストランで商品購入並びにお食事料金10％割引

0296-22-3075

筑西市国府田1254-2

店舗及びイベント販売時に8％割引

0296-21-0566

筑西市下中山595-4

0296-22-2513

筑西市丙202-13

しもつま

岩瀬農場

桜井館

板谷波山記念館

猪ノ原桐材木工所
観音そば

桐乃華工房

あけのアグリショップ宮山店

国府田手なえうどん

あらい

無添加つけもの専門店
館最中本舗

泊まる
常総

観光・レジャー

菜香や

湖月庵

※下館本店のみ

西村製麺

1,000円以上お買い上げの方8％割引

0296-37-6555

筑西市関本中88-1

平成ホテル

チェックイン時にミネラルウォーター1本サービス

0296-28-6444

筑西市伊佐山160-8

観覧料を団体料金に割引（一般400円→320円、小中学生200円
→160円）※現在復旧作業中の為、展示室観覧休業中

0297-42-0169

常総市新石下2010

090-4135-9502

常総市大生郷町2046

常総市地域交流センター

豊田城

The Natural Gardens of Sakano（坂野ガ
ーデン）

入園料20％引き

バ−ベキュ−村

バーベキューご利用のお客様にソフトドリンク1杯サービス

0297-24-1996

常総市豊岡町乙1996-1

工場（森の里）でお買い上げの方に代金10％割引と粗品プレゼ
ント

0297-24-3021

常総市豊岡町乙1996-1

珈琲豆10％割引

0297-23-2182

常総市水海道森下町3838

0297-22-1012

常総市水海道宝町2847

お買い上げ合計金額から8％割引

0297-42-2383

常総市原宿86-1

全商品8％割引

0297-42-2397

常総市篠山639

山中酒造店

「一人娘」清酒グラス1個プレゼント

0297-42-2004

常総市新石下187

水海道スカイホテル

朝食無料サービス

029-858-0009

常総市水海道山田町1076-2

水海道第一ホテル

宿泊料金割引
ス付き

0297-23-2011

常総市水海道宝町2718

ホテル ルートイン水海道駅前

正規宿泊料金5％割引（公式ホームページ、電話予約時に限る）

0297-30-0011

常総市水海道宝町1555-2

森の里

かうひいや

珈和

※毎月第4日曜開催（8月を除く）

天然手造り味噌・糀
猿島茶

お買物割引（植物15％、肥料その他10％）

弊社の開催する「そば打ち講座」への優先参加

土井製麺店

泊まる

※1名様のみ有効

1,000円(税込)以上お買い上げの方にお菓子プレゼント

鳥末食品
食べる

※4名様迄利用可、但し20時以降は割引料金の為対象外

下妻市ふるさと博物館

【郷土工芸品・結城地方の桐下駄】

食べる

入浴料大人100円引き

ショッピングセンターサ

石塚糀店

坂入製茶園

※朝食実施日のみ

5,800円→5,300円（税込） 朝食無料サービ

坂東

観光・レジャー

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

団体料金相当額への割引

0297-38-2000

坂東市大崎700

結城

観光・レジャー

【郷土工芸品・結城まゆ工芸】市村まゆ工房

全品10％割引

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

お食事2,000円以上の方にコーヒー又はアイスクリームサービス

0296-32-8402

結城市結城8620-36

古河歴史博物館

入館料を団体料金に割引

0280-22-5211

古河市中央町3-10-56

古河文学館

入館料を団体料金に割引

0280-21-1129

古河市中央町3-10-21

篆刻美術館

入館料を団体料金に割引

0280-22-5611

古河市中央町2-4-18

ネーブルパーク

体験乗馬利用料10％割引

0280-92-7300

古河市駒羽根620

食べる
古河

観光・レジャー

福松
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所在地

利用目的

施設名
【郷土工芸品・総和竹絵画】
夢工房

優待の内容
古河竹工画

竹

電話番号

所在地

全商品5％割引

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

食べる

ふるさとかわち直販センター

1,000円以上お買い上げの方にお米300ｇプレゼント

0297-60-5111

稲敷郡河内町長竿4641

境

観光・レジャー

利根川遊覧

周遊料金10％割引

0280-81-1319

猿島郡境町391-1 境町観光協会

茶太郎ʼs ｃａｆｅ やまの

カフェ利用者に限り、シェフのおすすめ猿島茶1杯サービス

0280-87-0128

猿島郡境町1144

道の駅

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

猿島郡五霞町幸主18-1

ワンデー・ツーデーコース参加代金200円引き

029-226-3800

水戸市三の丸1-5-38

食べる
五霞
県内全域

観光・レジャー
ツアー

高瀬舟さかい丸

ごか

現地発着型バスツアー
「 いばらきよいとこプラン」
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