
2021年 7月 19日 

関東鉄道株式会社 

 

「常総線一日フリーきっぷ」の提示で特典が受けられる 

「常総線一日フリーきっぷで行く得店
と く て ん

キャンペーン！」 

協賛店を新たに１２店舗追加！ 
≫≫協賛店は３４店舗に≪≪ 

２０２１年７月２２日（木・祝）～ 

 

 

 

 

 

 

関東鉄道株式会社（取締役社長：松上 英一郎、本社：茨城県土浦市）では、「常総線一日フリーきっぷ

で行く 得店キャンペーン！」の協賛店に、2021 年 7 月 22 日（木・祝）より 12 店舗を追加し、34 店舗とし

ます。 

このキャンペーンは、「常総線一日フリーきっぷ（大人 1,500 円、小児 750 円で常総線一日乗り放題）」

を協賛店でご提示いただくと、お得な特典を受けることができるものです。お客様が沿線の店舗等に気軽に立

ち寄れるような環境を整えることで鉄道の利用促進と沿線への旅客誘致、駅周辺店舗の活性化を図ることを目

的にしています。 

なお、2021 年 7 月 22 日（木・祝）～8 月 31 日（火）の「夏のお出かけキャンペーン」期間中は、通常土

休日のみのご利用となるフリーきっぷが毎日ご利用いただけます。この機会にぜひ当乗車券をお買い求めいた

だき、常総線と沿線店舗をお得にご利用下さい。 

 

記 

 

 １．追加店舗  12 店舗 (以下順不同、敬称略)  

ベジカフェ＆レストラン リコ、中村酒店、まるやま千栄堂、ラーメンショップ新守谷、 

カフェモアル、もつの屋、野村屋、つかさ、鈴木酒店、ビアスパークしもつま、 

大宝八幡宮、板谷波山美術館 

 

２．目  的  鉄道の利用促進および沿線への旅客誘致・駅周辺店舗の活性化 

 

 ３．内  容  「常総線一日フリーきっぷ」ご提示のお客様へ協賛店からの特典等の提供 

         ※特典内容は別紙「特典キャンペーン！ガイド」参照 

 

 ４．追 加 日  2021 年 7 月 22 日（木・祝） 

          

ポスター画像 



５．利 用 日  土休日及び弊社お出かけキャンペーン（※）期間中 

※年 4 回春夏秋冬実施の利用促進キャンペーン 

2021 年 7 月 22 日（木・祝）～8 月 31 日（火）は「夏のお出かけキャンペーン」の実施

期間となり、平日もフリーきっぷが使用できます。 

         

 ６．そ の 他  ・「常総線一日フリーきっぷ」購入者に「常総線フリーきっぷで行く 得店キャンペーン！

ガイド」を配布いたします。 

         ・協賛店舗での特典の提供は、当日有効の「常総線一日フリーきっぷ」ご持参の方に限り 

          ます。 

・加盟店舗・特典等は、都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

７．お問合先  関東鉄道株式会社 鉄道部 029-822-3718 （平日 8 時 30 分～ 17 時 30 分） 

 

以 上 
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2021.4.25現在

駅 店舗名 形態 アクセス 特    典 店休日/営業時間 H      P

1 取手
岩沢酒店

からあげ弁当
弁当 取手駅より徒歩4分

お弁当、から揚げ単品ご購入のお客様に

購入金額より5％引き
不定休/10:00～16:00 -

2 取手 新六本店 奈良漬け 取手駅より徒歩4分

新六の奈良漬け9包972円（税込）を900円、

新六の奈良漬け11包1,188円（税込）を1,100円
で発売

毎週月曜日 https://www.shinroku.co.jp/

3 新取手 さがら 和菓子 新取手駅より徒歩1分 商品をご購入のお客様にお菓子1つサービス 毎週月曜日 -

4 ゆめみ野
【NEW】ベジカフェ&レ

ストラン リコ
レストラン ゆめみ野駅より徒歩8分

パスタ、ピザ、プレート注文時でAセット

(ドリンク・サラダ)サービス
※プレート注文時はドリンクのみ

月曜日/営業時間11:00～14:00 https://www.comfy-llc.style/lico

5 戸頭 小川製菓 甘納豆 戸頭駅より徒歩10分 甘納豆の試食サービス 毎週月曜日/9:30～18:00 https://www.ogawa-amanattou.com/shop

6 戸頭 【NEW】中村酒店 酒屋 戸頭駅から徒歩10分

試飲のサービス※お酒の指定はできません。

※未成年者への提供はお断りします。ご年齢を

確認できるものをお持ちください。

※12月は繁忙期の為特典の提供はできません。

月曜日（祝日の場合はその翌日）

/10:00～20:00
www.nakamurasaketen.com

7 戸頭
【NEW】まるやま

千栄堂
和菓子 戸頭駅より徒歩2分

商品をお買い上げのお客様に「とげぬき地蔵最中」1

個プレゼント
営業時間 9：00～18：30

店休日  毎週水曜日
-

8 南守谷 道とん堀 お好み焼き 南守谷駅より徒歩1分 お食事代から10％引き 年末年始 http://www.dohtonbori.com

9 守谷 一無庵 ラーメン 守谷駅より徒歩15分 フリーきっぷ1枚につき、替え玉1回無料 月曜夜と毎週火曜日※月1回臨時休業 -

10 守谷 関鉄ミニショップ 売店 守谷駅入口横

ふくろうの卵、福来まんじゅう、シフォンケーキ、福

来みかんブランデーケーキ、日本酒、茨城メロンサン

ドパイ、茨城アーモンドフロランタンのいずれかをご

購入のお客様に100円または50円引き

土曜日、日曜日/6:30～17:30 -

11 守谷
コーヒー

ファクトリー
喫茶店 守谷駅入口横

1,000円以上お買上のお客様に

ドリップバック1個プレゼント
年末年始 http://coffeefactory.jp/

12 守谷 ひさご亭
海鮮料理

お好み焼き
守谷駅より徒歩6分 1,500円以上ご利用のお客様に200円引き 火曜日 https://www.hisagotei-moriya.com/

13 新守谷
【NEW】ラーメンショッ

プ 新守谷店
ラーメン 新守谷駅から徒歩１分

ラーメンご注文のお客様に

フリーきっぷ1枚につき特製手作り餃子一皿無料
なし -

14 小絹 【NEW】カフェモアル 喫茶店 小絹駅から徒歩2分 500円以上お買い上げのお客様にお菓子プレゼント
日曜日・祭日・第1土曜日

年末年始（12/29～1/3）
-

15 小絹 【NEW】もつの屋 ラーメン 小絹駅から徒歩6分
ラーメンご注文のお客様に

フリーきっぷ1枚につき味玉1つサービス

無休（年末年始除く）

/11:00～14:00、18:00～21:00

※月・火・水ランチタイムのみ

-

16 水海道 クローネ 菓子 水海道駅より徒歩1分 600円以上でお買上のお客様に8％引き 火曜日 http://www.krone-baum.com/

17 水海道 【NEW】野村屋 ホテル 水海道駅より徒歩1分 宿泊されたお客様にソフトドリンク1本サービス なし http://www.nomurayaryokan.com/

18 北水海道 【NEW】つかさ 割烹 北水海道駅より徒歩3分 飲食されたお客様にソフトドリンク1杯サービス 毎週月曜日 https://www.taishuukappoutsukasa.net/

19 石下 うまか亭 焼きそば
石下駅より徒歩11分

南石下駅より徒歩12分

常総やきそば（大又は中）購入のお客様に

フリフリポテトプレゼント
年中無休/11:00～19:00 -

20 石下 クロサワ 惣菜
玉村駅より徒歩13分

石下駅より徒歩17分

鳥の丸焼きウイング又は手羽先の試食サービス
（8月.12月は繁忙期の為、特典の提供はありません。）

※売り切れ次第閉店となりますのでご了承願います。

毎週火曜日 -

21 石下 団子の春子屋 団子
玉村駅より徒歩13分

石下駅より徒歩17分

1,000円以上お買上のお客様にアイスキャンディプレ

ゼント ※バイパス店でも実施
毎週水曜日 -

22 石下 野村醸造 酒造 石下駅より徒歩14分
1,000円以上お買上のお客様に

せんべいプレゼント
毎週月曜日 http://tsumugibijin.co.jp/

23 石下 山中酒造 酒造 石下駅より徒歩4分 試飲のサービス 年中無休 https://hitorimusume.co.jp/

24 宗道 【NEW】すずき酒店 酒屋 宗道駅から徒歩6分
1,500円（税込）以上お買上げの方に

オリジナルクラフトサイダープレゼント
毎週月曜日、1月1日 http://sake-suzuki.co.jp/

25 下妻 ふるさと博物館 博物館
下妻駅より

広域バスで13分

観覧料金を団体料金に割引

大人200円→160円 子供100円→80円（2割引）
月曜日（祝日の場合はその翌日） -

26 下妻 和菓子蔵米あん 和菓子店 下妻駅より徒歩13分 お団子の試食サービス 月曜日（祝日の場合はその翌日） https://www.komean.com/

27 下妻
【NEW】ビアスパーク

しもつま
温泉施設

下妻駅よりお車にて約１

０分

フリーきっぷ1枚につき1人、大人子供入浴料が100円引

き

大人700円→600円 子供400円→300円

毎月 第2火曜日 -

28 大宝 【NEW】大宝八幡宮 神社仏閣 大宝駅より徒歩3分 資料館の入館料 200円→無料 なし/8:30～17:00 https://www.daiho.or.jp/index.html

29 下館 湖月庵 和菓子 下館駅より徒歩10分 500円以上お買上のお客様にお菓子プレゼント 火曜日 https://www.kogetsuan.com/

30 下館 しもだて美術館 美術館 下館駅より徒歩13分 観覧料金を団体料金に割引 月曜日（祝日の場合はその翌日） https://www.city.chikusei.lg.jp/museum/

31 下館 ひらり
お好み焼き

もんじゃ

焼き

下館駅より徒歩2分
フリーきっぷ1枚につき、生ビール中ジョッキ1杯

またはソフトドリンク1杯サービス
水曜日（今後、不定休になる可能性あり） https://hirari-shimodate.gorp.jp/

32 下館 麵屋あおい ラーメン 下館駅より徒歩3分 ご注文のお客様に大盛り又はトッピング1品無料 月曜日 -

33 下館 ラーメン三十郎 ラーメン 下館駅より徒歩2分 ご注文のお客様に麺大盛り無料 日曜日・月曜日・祝日 -

34 下館
【NEW】

板谷波山記念館
記念館 下館駅より徒歩13分

一枚につき一人、入館料を団体料金に割引
210円→160円

月曜日（祝日の場合はその翌日） -

常総線活性化支援協議会 TEL 029-822-3718 （8：30～17：30）協 力 お問合せ先

※協賛店舗・施設での特典の提供は、当日有効の「常総線一日フリーきっぷ」ご持参の方に限ります。※特典の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

※店舗・施設は予告なく休業する場合があります。営業時間や営業日については各店舗・施設にお問い合わせください。


