
「いばらき観光応援フリーパス」優待施設一覧表【県北地域】

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

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,

水戸大洗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）

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

宿泊 茨城県立国民宿舎鵜の岬
〒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

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

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

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

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。

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。

・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。

観光

【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

国営ひたち海浜公園
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http://www.kasugahotel.co.jp/
http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/
http://www.unomisaki.com/
http://marutokuryokan.web.fc2.com/
http://www.morinoideyu.com/
http://www.morinoideyu.com/
http://www.yamizo.com/
http://www.greenvila.jp/
http://www.greenvila.jp/
https://hitachikaihin.jp/
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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http://www.forespa-daigo.jp/
http://www.forespa-daigo.jp/
http://www.fukuroda.co.jp/
http://www.tukihama.co.jp/
http://www.ujokinenkan.jp/
https://www.city.hitachi.lg.jp/zoo/
http://hagi-ya.com/
http://www.roman-kan.jp/
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page001474.html
http://www.e-fujiya.co.jp/index.htm
http://ayutei.net/
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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,

水戸IC
チェックアウト延長無料 レイトアウト12：00ＯＫ！（通常は10：00）

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

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 チェックアウト延長無料 チェックアウト12：00まで延長無料

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

物産・飲食 道の駅ひたちおおた～黄門の郷～
〒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

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）

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

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

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

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
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https://www.hotel-crystal.co.jp/
http://suncity-katsuta.com/
https://www.square-hitachi.jp/
http://michinoeki-daigo.com/
http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000002.html
https://www.michieki-hitachiomiya.jp/
https://www.michieki-hitachiomiya.jp/
https://www.takimi-kan.com/
http://www.jsdi.or.jp/~yunoami/
http://www.yunosawakousen.com/
https://www.motoyu-yamadaya.jp/
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観光 竜神大吊橋
〒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

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

宿泊 旅館長浜荘
〒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

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

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727−2
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　春草と大観の五浦青春展」（1月11日～28

日水戸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。
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https://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/
https://chidoriya-ryokan-hitachi.jimdofree.com/
http://www.jsdi.or.jp/~nagahama/
https://log-wani.com/
http://www.kitaibarakishi-kankokyokai.gr.jp/page/page000022.html
http://www.kitaibarakishi-kankokyokai.gr.jp/page/page000022.html

