
「いばらき観光応援フリーパス」優待施設一覧表【茨城県全域】

カテゴリ 施設名 住所 最寄IC 優待内容（⾒出し） 優待内容（詳細） 備考

県央 観光・飲食 アクアワールド茨城県大洗水族館
〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町82523
水⼾大洗IC 粗品プレゼント 粗品をプレゼント

・確認画面は総合案内でご提示ください。
・おひとり様1回限り有効

県央 宿泊 アパホテル〈水⼾駅北〉
〒310-0021

茨城県水⼾市南町1-3-18
水⼾南IC 酸素カプセル60分無料 酸素カプセル60分無料体験

・1台しかございませんので、ご利⽤時間等ご希望に添
えない事がございます。

県央 宿泊 アパホテル〈水⼾駅前〉
〒310-0801

茨城県水⼾市桜川1-1-6
水⼾大洗IC 朝食無料 朝食無料サービス

県央 宿泊 内原鉱泉湯泉荘
〒319-0316

茨城県水⼾市三湯町1105
水⼾IC ドリンクサービス チオビタドリンクを１本プレゼント︕

県央 宿泊 大洗ホテル
〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881
水⼾大洗IC,
⽇⽴南太⽥IC

館内利⽤券プレゼント 1予約に1枚の館内利⽤券（1,000円分）プレゼント

県央 観光 偕楽園
〒310-0033

茨城県水⼾市常磐町1-3-3
水⼾IC ⼊園料割引

団体料⾦に割引
 ・大人 70円引き（300円→230円）
 ・小人 30円引き（150円→120円）

・他の割引との併⽤不可

県央 観光・物産 かねふく めんたいパーク大洗
〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8255-3
水⼾大洗IC めんたいこ製品プレゼント めんたいこ製品のちょっぴりプレゼントを進呈

・御会計時に確認画面をご提示ください。
・ご本人様1回のみ有効
・他の割引と併⽤不可

県央 観光 弘道館
〒310-0011

茨城県水⼾市三の丸1-6-29
水⼾IC ⼊館料割引

団体料⾦に割引
 ・大人 100円引き（400円→300円）
 ・小人   50円引き（200円→150円）

・他の割引との併⽤不可

県央 宿泊 ⽇野治旅館
〒311-1301

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6879-6
水⼾大洗IC ドリンクサービス 夕食時にお酒（ビール）又はソフトドリンク１本サービス

県央 宿泊 ホテルアークビジネス
〒310-0803

茨城県水⼾市城南2-5-28
水⼾IC,
水⼾南IC

ドリンクサービス チオビタドリンクをプレゼント︕

特典の利⽤に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

 携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提⽰のうえ、特典利⽤の旨お申し出ください。
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県央 宿泊 ホテルいづみ屋
〒310-0033

茨城県水⼾市常磐町2-4-26
水⼾IC 料⾦割引 ご宿泊料10％割引

県央 宿泊 ホテル テラス ザ ガーデン水⼾
〒310-0015

茨城県水⼾市宮町1-7-20
水⼾IC 料⾦割引 素泊まり、朝食付プランを通常販売価格より10％割引

県央 宿泊 水⼾京成ホテル
〒310-0011

茨城県水⼾市三の丸1-4-73
水⼾IC

①駐⾞場無料
②記念品プレゼント

①駐⾞場無料
②焼き菓子プレゼント

県央 宿泊 水⼾プラザホテル
〒310-0851

茨城県水⼾市千波町2078-1
水⼾IC,
水⼾南IC

ドリンクサービス カフェでワンドリンクサービス

県央 宿泊 みまつアネックス
〒310-0015

茨城県水⼾市宮町3-2-14
水⼾IC ドリンクサービス ウェルカムドリンク1杯サービス

県央 宿泊 みまつホテル
〒310-0015

茨城県水⼾市宮町2-4-26
水⼾IC ドリンクサービス ウェルカムドリンク1杯サービス

県央 宿泊 リゾート大洗まつもと
〒311-1311

茨城県東茨城郡大洗町大貫町64-83
水⼾大洗IC ドリンクサービス

夕食時にワンドリンクサービス（小人にはソフトドリンク）
※乳児はご提供をご遠慮させて頂きます

県北 宿泊 磯料理とワインの宿春⽇ホテル
〒311-1221

茨城県ひたちなか市湊本町11-4
ひたちなかIC,

水⼾大洗IC
ドリンクサービス

宿泊利⽤のお客様へグラスワインサービス
（未成年の⽅にはソフトドリンクサービス）

県北 観光 茨城県天⼼記念五浦美術館
〒319-1703

茨城県北茨城市大津町椿2083
北茨城IC ⼊場料割引

常設展示室（岡倉天⼼記念室）の⼊場料を通常料⾦から団体料⾦へ割引
 ・一般190円→150円
 ・満70歳以上90円→70円
 ・高大生120円→80円
 ・小中生80円→50円

・⼊館は16時30分まで
・1件につき4名様まで有効
・他の割引との併⽤不可

県北 宿泊 茨城県⽴国⺠宿舎鵜の岬
〒319-1393

茨城県⽇⽴市⼗王町伊師640
⽇⽴北IC ドリンクサービス 御夕食時にソフトドリンク1本サービス
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県北 宿泊 潮騒の宿丸徳旅館
〒311-1202

茨城県ひたちなか市磯崎町4318

那珂IC,
⽇⽴南太⽥IC,
ひたちなかIC,

ひたち海浜公園IC

宿泊代割引 平⽇1泊2食付10,000円以上のご宿泊のお客様の宿泊料⾦2,000円割引

・1グループ2名様以上
・電話予約のみ
・他の割引券と併⽤不可
・土曜・休前⽇は除く

県北 ⽇帰り温泉
大子温泉保養センター

森林の温泉（もりのいでゆ）
〒319-3552

茨城県久慈郡大子町大字矢⽥15-12
那珂IC 料⾦割引 コーヒー50円引き ・1件につき1名様有効

県北 宿泊 大子温泉やみぞホテル
〒319-3552

茨城県久慈郡大子町矢⽥524-2
那珂IC ドリンクサービス 夕食時ワンドリンクサービス ・他の割引との併⽤不可

県北 キャンプ場
大子広域公園 オートキャンプ場

グリンヴィラ
〒319-3552

茨城県久慈郡大子町矢⽥15-1
那珂IC 粗品プレゼント 刺⾝こんにゃくプレゼント

・1グループ（サイト）につき1つ
・チェックイン時にご提示ください。

県北 温泉プール
大子広域公園 多目的温泉プール

フォレスパ大子
〒319-3541

茨城県久慈郡大子町大字浅川2921
那珂IC ⼊館料割引 ⼊館料100円引き ・1件につき5名様まで有効

県北 宿泊 滝味の宿豊年万作
〒319-3523

茨城県久慈郡大子町袋⽥169-3
那珂IC ドリンクサービス 夕食時ファーストドリンクサービス

県北 宿泊 としまや月浜の湯
〒319-1541

茨城県北茨城市磯原町磯原200-3
北茨城IC ドリンクサービス 夕食時にグラスビール又はソフトドリンク1杯サービス

県北 観光 野⼝⾬情記念館
〒319-1541

茨城県北茨城市磯原町磯原130-1
北茨城IC ⼊館料割引

一般60円引き 320円→260円
学生（高校生・大学生・専門学校生）20円引き 100円→80円

・⼊館は16時まで（閉館16時30分）
・１件につき１グループ全員有効
・他の割引との併⽤不可

・別途⼊園料⾦等がかかります。
・割引券1枚につき、5セットまで購⼊できます。
・割引券のご利⽤は1回のみ有効です。追加購⼊の際
は、新しい割引券が必要となりますのでご注意くださ
い。
・のりものには利⽤制限がございます。ご確認のうえご
利⽤ください。
・他の割引と重複適⽤はできません。

県北 観光 国営ひたち海浜公園

【公園】
〒312-0012

茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

【プレジャーガーデン】
〒311-1201

茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町552-18

ひたち海浜公園IC
プレジャーガーデン

「のりもの割引券」割引

プレジャーガーデンの「のりもの券」を割引
 〇2/14（⾦）〜3/19（⽊）
  のりもの券 1,100円分 → 900円
 〇3/20（⾦・祝）〜4/13（月）
  のりもの券 1,000円分 → 900円
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県北 観光 ⽇⽴市かみね動物園
〒317-0055

茨城県⽇⽴市宮⽥町5丁目2-22
⽇⽴中央IC ⼊園料割引

⼊園料を大人100円・小人20円引き
 ・大人（高校生以上64歳以下）一般︓520円→420円
 ・小人（4歳から中学生まで）一般︓100円→80円

県北 宿泊 ひたち湯海の宿はぎ屋
〒316-0024

茨城県⽇⽴市水⽊町1-1-15
⽇⽴南太⽥IC,

⽇⽴北IC
記念品プレゼント お土産として地元のお菓子1箱プレゼント ・1組2名様以上

県北 宿泊 袋⽥温泉思い出浪漫館
〒319-3523

茨城県久慈郡大子町袋⽥978
那珂IC チケットプレゼント 袋⽥の滝チケットプレゼント ・1泊2食付きの⽅

県北 観光 袋⽥の滝
〒319-3523

茨城県久慈郡大子町袋⽥3-19
那珂IC ⼊場料割引 ⼊場料50円引き ・1件につき5名様まで有効

県北 宿泊 藤屋ホテル
〒311-1221

茨城県ひたちなか市湊本町1-32
ひたちなかIC,

⽇⽴南IC
ドリンクサービス 夕食時お一人様1杯のウーロン茶サービス

県北 宿泊 ホテル鮎亭
〒319-3112

茨城県常陸大宮市小貫4-2
那珂IC 宿泊代割引 ご宿泊料⾦5％割引

県北 宿泊 ホテルクリスタルパレス
〒312-0023

茨城県ひたちなか市大平1-22-1
ひたちなかIC,

水⼾IC
チェックアウト延⻑無料 レイトアウト12︓00ＯＫ︕（通常は10︓00）

県北 宿泊 ホテル サンシティ勝⽥
〒312-0045

茨城県ひたちなか市勝⽥中央7-6
ひたちなかIC Quoカードプレゼント 1部屋につきQuoカード（500円）プレゼント

県北 宿泊 ホテル テラス ザ スクエア⽇⽴
〒317-0073

茨城県⽇⽴市幸町1-20-3
⽇⽴中央IC チェックアウト延⻑無料 チェックアウト12︓00まで延⻑無料

県北
物産・飲食
⽇帰り温泉

道の駅奥久慈だいご
〒319-3551

茨城県久慈郡大子町大字池⽥2830-1
那珂IC 料⾦割引 コーヒー100円引き

・ファーストフードは17時まで
・1件につき4名様まで有効
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県北 物産・飲食 道の駅ひたちおおた〜⻩門の郷〜
〒313-0044

茨城県常陸太⽥市下河合町1016番1
那珂IC,

⽇⽴南太⽥IC
ソフトドリンクサービス

Hitachi Gelato（ジェラードショップ）
ソフトドリンク（コーヒー・ジュース類）1杯サービス

・サービス時間 10︓30〜15︓30
・1件につき2名様まで有効

県北 物産・飲食
道の駅常陸大宮〜かわプラザ〜

レストラン常陸亭
〒319-2211

茨城県常陸大宮市岩崎717-1
那珂IC 料⾦割引 レストランでお食事の⽅ 会計時に10％割引（本人のみ） ・閉店18時（L.O17時30分）

県北 宿泊 悠久の宿滝美館
〒319-3523

茨城県久慈郡大子町袋⽥21-2
那珂IC 宿泊代割引 ご宿泊料⾦10％割引

県北 宿泊 湯の網温泉⿅の湯松屋
〒319-1715

茨城県北茨城市関南町神岡下1435
北茨城IC わかめプレゼント 1泊2食付プランの⽅、お一人様に1つわかめをプレゼント

県北 宿泊 湯の沢鉱泉
〒319-3111

茨城県常陸大宮市⼭⽅4849
那珂IC ドリンクサービス 酒1合、ビール1本、ソフトドリンクいずれかサービス

県北 宿泊 横川温泉元湯⼭⽥屋旅館
〒311-0506

茨城県常陸太⽥市折橋1409
那珂IC,
高萩IC

ドリンクサービス 夕食時ワンドリンクサービス

県北 観光 ⻯神大吊橋
〒313-0351

茨城県常陸太⽥市天下野町2133-6
那珂IC,

⽇⽴南太⽥IC
渡橋料⾦割引

渡橋料⾦を団体料⾦に割引
大人（320円→290円），小・中学生（210円→190円）

・受付16:40まで

県北 宿泊 旅館千鳥屋
〒316-0005

茨城県⽇⽴市河原子町2-2-18
⽇⽴南太⽥IC,

⽇⽴中央IC
宿泊代割引 宿泊料⾦10％割引

県北 宿泊 旅館⻑浜荘
〒319-1702

茨城県北茨城市大津町2082
北茨城IC ドリンクサービス ご宿泊のお客様にビール1本サービス

県北 宿泊 ログテラス鰐ヶ渕
〒319-3524

茨城県久慈郡大子町下津原1471
那珂IC 宿泊代割引 一部屋大人2名以上のご利⽤で5％割引
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県北 観光
六⾓堂

（茨城大学五浦美術文化研究所）
〒319-1703

茨城県北茨城市大津町五浦7272
北茨城IC

①⼊場料割引
②茨城大学×明治東亰恋
伽コラボ企画記念⽸バッ

チ配布

①通常料⾦400円→350円（50円割引）
②「茨城大学×明治東亰恋伽 春草と大観の五浦⻘春展」（1月11⽇〜
28⽇水⼾キャンパス限定配布）⽸バッチをコラボイベントの成功を感謝
し五浦でも配布 ※なくなり次第終了

・⼊場は16時30分まで（4月は17時まで）
・定休⽇︓月曜⽇（祝⽇の場合は翌⽇）
・他の割引との併⽤不可
※コラボイベントはすでに終了しています。

県⻄ 宿泊 ホテル⼭水
〒306-0033

茨城県古河市中央町1-8-32
境古河IC ドリンクサービス

1ドリンクサービス
（グラスビール・ソフトドリンクなど）

県⻄ 宿泊 ⾒晴らしの丘真壁うり坊
〒300-4405

茨城県桜川市真壁町桜井1074-26
桜川筑⻄IC 昼食代割引 昼食代100円割引

県⻄ 観光 ミュージアムパーク茨城県自然博物館
〒306-0622

茨城県坂東市大崎700
谷和原IC,

坂東IC
⼊館料割引

⼊館料を団体料⾦に割引 ※（）内は団体料⾦

・最終⼊館は午後4時30分まで

県南 ショッピング あみプレミアム・アウトレット
〒300-1161

茨城県稲敷郡阿⾒町よしわら4-1-1
阿⾒東IC クーポンシートプレゼント 対象店舗でお買い物がさらにお得になるクーポンシートをプレゼント ・1件につき2枚まで

県南 観光 茨城県フラワーパーク
〒315-0153

茨城県⽯岡市下⻘柳200番地

土浦北IC,
千代⽥⽯岡IC,
⽯岡小美玉IC

⼊園料割引

⼊園料を団体料⾦に割引
 〇2/14〜3/31
  大人370円→300円，小人190円→150円に割引
 〇4/1〜4/14
  大人740円→600円，小人370円→300円に割引

・1件につき2名様まで有効
・他の割引との併⽤不可

県南 宿泊 牛久シティホテル
〒300-1221

茨城県牛久市牛久町885-1
つくば牛久IC 朝食無料 ご朝食無料 ・電話による予約のみ

県南 宿泊 牛久シティホテルアネックス
〒300-1221

茨城県牛久市牛久町954-1
つくば牛久IC 朝食無料 ご朝食無料 ・電話による予約のみ

県南 観光 牛久大仏
〒300-1288

茨城県牛久市久野町2083
阿⾒東IC 粗品プレゼント 牛久大仏グッズをプレゼント ※期間中に内容変更あり

・拝観者のみ有効（拝観券提示要）
・1件につき5名様まで有効（お子様4歳以上含む）
・1回限り有効
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「いばらき観光応援フリーパス」優待施設一覧表【茨城県全域】

カテゴリ 施設名 住所 最寄IC 優待内容（⾒出し） 優待内容（詳細） 備考

特典の利⽤に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

 携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提⽰のうえ、特典利⽤の旨お申し出ください。

県南 宿泊
オークラ

フロンティアホテルつくば
〒305-0031

茨城県つくば市吾妻1-1364-1

桜土浦IC,
つくば牛久IC,

谷⽥部IC
駐⾞料⾦無料 駐⾞料⾦無料（通常1泊につき1,000円）

県南 宿泊
オークラ

フロンティアホテルつくばエポカル
〒305-0032

茨城県つくば市竹園2-20-1

桜土浦IC,
つくば牛久IC,

谷⽥部IC
駐⾞料⾦無料 駐⾞料⾦無料（通常1泊につき1,000円）

県南 宿泊 割烹旅館いづみ荘
〒315-0045

茨城県⽯岡市高浜735
千代⽥⽯岡IC 記念品プレゼント 当店オリジナルの⽇本手拭いプレゼント

県南 宿泊 彩香の宿一望
〒300-4352

茨城県つくば市筑波64-2

土浦北IC,
桜川筑⻄IC,
つくば中央IC

ドリンクサービス ご宿泊のお客様には、名水で淹れたモーニングコーヒーサービス

県南 宿泊 ダイワロイネットホテルつくば
〒305-0031

茨城県つくば市吾妻1-5-7
桜土浦IC,

つくば中央IC
ドリンクサービス ミネラルウォーター1本プレゼント

県南 観光 つくばエキスポセンター
〒305-0031

茨城県つくば市吾妻2-9
桜土浦IC,

つくば中央IC
⼊館料割引 ⼊館料（おとな）100円引き，（こども) 50円引き

・こども︓4歳〜高校生、3歳以下は無料
・確認画面はチケット売場でご提示ください。
・1枚につき4名様まで有効
・他のサービス券との併⽤はできません。

県南 宿泊 筑波⼭京成ホテル
〒300-4352

茨城県つくば市筑波1

土浦北IC
桜川筑⻄IC

つくば中央IC

①ドリンクサービス
②料⾦割引

①ご宿泊の⽅には、御夕食時に「ワンドリンク」サービス
②⽇帰り⼊浴ご利⽤の⽅は通常料⾦より200円割引

県南 宿泊 筑波⼭ホテル⻘⽊屋
〒300-4352

茨城県つくば市筑波753-1

桜土浦IC,
谷⽥部IC,
土浦北IC

ドリンクサービス ご夕食時、大人の⽅にワンドリンクサービス

県南 観光
筑波⼭

ケーブルーカー＆ロープウェイ
〒300-4352

茨城県つくば市筑波1番地

土浦北IC,
つくば中央IC,

常総IC,
桜川筑⻄IC

往復運賃の割引

普通往復運賃を大人100円・小学生以下40円割引
 ・ケーブルカー大人︓1,070円→970円
 ・ケーブルカー小児︓540円→500円
 ・ロープウェイ大人︓1,120円→1,020円
 ・ロープウェイ小児︓560円→520円

・営業時間9:20〜16:40
・１件につき４名様まで有効
・他の割引との併⽤不可

・ケーブルカー 宮脇駅 TEL:029-866-0611
・ケーブルカー 筑波⼭頂駅 TEL:029-866-0887
・ロープウェイ つつじヶ丘駅 TEL:029-866-0945
・ロープウェイ ⼥体⼭駅 TEL:029-866-0210
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「いばらき観光応援フリーパス」優待施設一覧表【茨城県全域】

カテゴリ 施設名 住所 最寄IC 優待内容（⾒出し） 優待内容（詳細） 備考

特典の利⽤に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

 携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提⽰のうえ、特典利⽤の旨お申し出ください。

県南 宿泊 ベルズ イン・土浦
〒300-0036

茨城県土浦市大和町6-5
桜土浦IC,
土浦北IC

クーポン券プレゼント 提携飲食店の1品料理やドリンクが無料になる特典クーポン券プレゼント

県南 宿泊
HOTEL SOSHA

（ホテル ソーシャ）
〒315-0013

茨城県⽯岡市府中1-10-11
千代⽥⽯岡IC,

⽯岡小美玉スマートIC
朝食無料 朝食無料

県南 宿泊 ホテルニュー梅屋
〒305-0861

茨城県つくば市谷⽥部5650-1
谷⽥部IC,

つくば中央IC
料⾦割引 1名様につき500円引き

⿅⾏ 宿泊 割烹旅館銚子屋
〒311-2437

茨城県潮来市永⼭2614
⽇⽴南太⽥IC ドリンクサービス 朝食時にソフトドリンク１本サービス

⿅⾏ 宿泊
北浦宝来温泉

つるるんの湯宿 北浦湖畔荘
〒311-1704

茨城県⾏⽅市⼭⽥3969
土浦北IC ドリンクサービス ウェルカムドリンク1杯サービス

⿅⾏ 宿泊 ホテルさわや
〒311-1517

茨城県鉾⽥市鉾⽥1583-2
鉾⽥IC,

千代⽥⽯岡IC
ドリンクサービス 18︓00までにチェックインのお客様へクラフトビール1杯サービス

①ご宿泊のお客様へ「土浦ツェッペリンカレー」プレゼント
（シングル・ダブルルームご宿泊のお客様には1個、ツインルームご宿泊
のお客様には2個進呈）
②四川飯店アルファ（中国料理）ご利⽤のお客様は、ディナータイム
（17︓30〜）ご利⽤総額の5％割引
※貸切・定休⽇がございますので詳細はお問合せ下さい。

県南 宿泊 ホテル アルファ・ザ・土浦
〒300-0034

茨城県土浦市港町1-4-26
桜土浦IC,
土浦北IC

①記念品プレゼント
②料⾦割引
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