
RAMEN STAMP RALLY

2022年2022年

引換締切： 2022年3月6日（日）まで

→スタンプ台紙をお店に呈示

常総線をご利用のうえ、
この台紙の裏面に
下館駅ホームのスタンプ
を押印する。

※スタンプ台紙に駅スタンプの押印が無い場合は特典不可。

特典サービス

特 典

1
特 典

2

非売品

関東鉄道株式会社 総務部 下館ラーメンラリー係

営業時間／平日 8:30～12:00、13:00～17:30
TEL：029-822-3710

お問合せ

後援：筑西市観光協会　常総線活性化支援協議会

1月22日（土）～1月22日（土）～2月27日（日）2月27日（日）

関東鉄道オリジナル箸をもれなくプレゼント関東鉄道オリジナル箸をもれなくプレゼント
スタンプ2つの押印で

スタンプ1つの押印で

スタンプ3つの押印で

スタンプ4つの押印で
関東鉄道オリジナルスプーンをもれなくプレゼント関東鉄道オリジナルスプーンをもれなくプレゼント

関東鉄道オリジナルレンゲをもれなくプレゼント関東鉄道オリジナルレンゲをもれなくプレゼント

麵屋あおい新華餃子会館

ラーメン店内マスク着用、入店時手指消毒（消毒液設置店）のご協力をお願いいたします。

味の店盛昭軒

壱番亭下館店 ラーメン三十郎

あじさいラーメン キッチンマンヨシ

～“陶聖”が残した、幻の花瓶を探せ！～

参加無料

茨城県筑西市 下館駅周辺
宝の地図配布場所
道の駅グランテラス筑西、下館駅、筑西市役所 他市内の主要な観光施設

イベント紹介ページ

主　催：筑西市観光協会　TEL：0296-20-1160

2022年2月27日日まで
板谷波山生誕150年記念事業×リアル宝探し 実施期間

開催場所

©下館商工会議所

©下館商工会議所

下館駅窓口にて引換いたします。

筑西市オリジナルボールペンをプレゼント　※先着500名様



スタンプが集まったら
このチラシを持って下館駅へGO！
筑西市オリジナルグッズ又は
関東鉄道オリジナルグッズと交換

性　　別 年　　齢 職　　業

お住まいの地域（都道府県名・市町村名）

男  ・  女 歳

◎下記アンケートにご協力をお願いいたします。

お寄せいただいた個人情報は厳重に管理いたします。

・ 普段ご利用最寄り駅　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

・ この企画を何で知りましたか?

【駅ポスター、列車内ポスター、バス車内ポスター、チラシ、関鉄HP、

 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）】

・ 特においしかった店舗を1つあげて下さい。　【　　　　　　　　　】

・ 次回開催した場合、参加したいですか?

【　　　　 する　　　・　　　しない　　　・　　わからない　　 　】

・ スタンプラリーで常総線を利用された際のお支払い方法は?

【　　　きっぷ　　・　　IC乗車券　　・　　1日フリーきっぷ　　 　】

参加の流れ

下館駅スタンプを押す

ラーメンを注文して
お店のサービスを受ける
※注文時、駅スタンプを押印したこのチラシを呈示
※サービス内容については参加店舗の紹介欄をごらんください

※同じラーメン店の複数押印は無効となります。

ラーメン店スタンプ下館駅スタンプ

1

筑西市
オリジナル
ボールペン

ラーメン店スタンプ

2

関鉄
オリジナル

箸

ラーメン店スタンプ

3

関鉄
オリジナル
スプーン

ラーメン店スタンプ

4

関鉄
オリジナル
レンゲ

商都であった下館では、商人が多忙で食事がままならず、ラーメン
の出前文化が発達した。戦後間もない昭和20年代前半、豚肉が高価
で鶏肉をチャーシューとして使い始まったものが、現在も脈々と受
け継がれている店が多い。麺は出前で時間がかかってもその美味し
さを損ないにくい中細ちぢれの少加水麺を使用。スープも鶏をベー
スとし、その鶏ガラと地場産の野菜でとったスープに、濃口醤油の
かえしを合わせている。これが、ご当地ラーメン「下館ラーメン」
だ！（下館ラーメン学会HPより）

ラーメン店のスタンプを
押してもらう

キリトリ線

✂ ✂

下館駅スタンプ1個に加えて
　店舗スタンプ1個→筑西市オリジナルボールペン
　店舗スタンプ2個→関鉄オリジナル箸
　店舗スタンプ3個→関鉄オリジナルスプーン
　店舗スタンプ4個→関鉄オリジナルレンゲ
　　　　　　　　　　　　を下館駅でプレゼント！

おすすめ／タンメン　650円　　
昭和46年創業。タンメンは野菜たっぷり栄養満点。こだわりの餃子はその
日の手作りで青森産にんにくを使用。にんにく、生姜が効いたもつ煮込みは
ビールとマッチ。

特 典 ／玉子サービス
TEL.0296-22-2591
住　所／筑西市丙102
時　間／12:00～14:00、17:00～20:00
定休日／水曜日、日曜日、祝日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩７分

下館駅最寄り駅 新華餃子会館

おすすめ／辛ネギ熟成味噌ラーメン　913円　　
味噌によくからみ腰のある太麺、豚骨スープに十数種類の食材をブレンド
し低温熟成させた味噌をかえしにつかったスープ、そこに地元農家から仕
入れた国産ネギにオリジナル豆板醤とラー油を使用した自家製の辛ネギが
豊富にのったくせになる一品です。辛さを三段階で選べます。
特 典 ／煮卵1個サービス
TEL.0296-25-2914
住　所／筑西市下岡崎3-1-1
時　間／11：00～23：30(L.O.)
定休日／無休　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩９分

下館駅最寄り駅

おすすめ／あおいラーメン　850円　　
鶏ガラ・濃口醤油、鶏チャーシュー、鶏皮が特徴の下館ラーメンをベースに背
油などのトッピングを加えることにより様々な味のラーメンを楽しめます。
昔懐かしい味とトッピングによる新しさが共存するおすすめのお店です。

特 典 ／大盛またはトッピング1品サービス
TEL.0296-47-6228
住　所／筑西市乙883
時　間／11：30～14：30、18：30～23：00
　　　　※金曜日と土曜日は24:00まで
定休日／月曜日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩3分

下館駅最寄り駅 麵屋あおい

壱番亭下館店

下  館

南口
ロータリー

住　所／筑西市乙815
時　間／11:30～14:30（L.O.）、18:00～23:30（L.O.）
定休日／月曜日、日曜日、祝日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩2分

TEL.非公表

ラーメン三十郎

住　所／筑西市甲273‐9
時　間／11:30～15:00、17:30～19:00
定休日／月曜日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩12分

TEL.0296-22-3669

TEL.0296-24-8064
住　所／筑西市甲42‐2
時　間／11：00～14：00、18：00～24：00　※土曜日は26：00まで営業
定休日／月曜日、日曜日、土曜日の祝日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩7分

おすすめ／下館ラーメンとりかわ入り　950円　　
盛昭軒から卸したもちもち感ある中太麺、親鳥から出汁を採った濃口醤油の
あっさりスープが特徴。歯ごたえあるとりチャーシューや仕込みに手間暇がか
かるとり皮などトッピングが豊富。伝統を守りつつも、細部へのこだわりがす
ごい。ラーメン単品はもちろん、お酒や食事も美味しい「ラーメン居酒屋」です。
特 典 ／とりチャーシュー1枚サービス

おすすめ／ラーメン　850円　　
浅草の開化楼の特製めんを使用。醤油豚骨味で食材はすべて国産。生の豚骨を
じっくり煮込んで濃い豚汁を出します。二郎系ですが、臭みがなく食べやす
い。豚の腕肉を使用したチャーシューもおすすめです。

特 典 ／大盛無料

下館駅最寄り駅

下館駅最寄り駅

特 典 ／鶏チャーシュー1枚サービス

おすすめ／ラーメン　700円
昭和30年代のなつかしい味。濃いめの醤油を使用しながらも、あっさりと
した鶏ガラスープが特徴。昭和32年創業の老舗で、他の下館ラーメン店に
も麺を卸しています。

最寄り駅 下館駅 味の店 盛昭軒

あじさいラーメン

TEL.0296-24-0002
住　所／筑西市丙143-9
時　間／11：30～14：00、17：00～22：00　
定休日／日曜日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩７分

おすすめ／マンヨシラーメン　750円　　
醤油味のスープと中太ちぢれ麺の上に旨味と塩味が効いた熱々の餡がかけ
られており、体の芯から温まるラーメン。濃いめのスープの後味にごま油の
香ばしさが重なる独特の味わいはここでしか体験できない味。クリームコ
ロッケや煮込みハンバーグもおすすめ！！
特 典 ／シャーベットサービス

下館駅最寄り駅 キッチンマンヨシ

下館駅
スタンプを
先に押してね

©下館商工会議所

©下館商工会議所

駅スタンプは下館駅のみ
1個押印されていれば可。残り4個はラーメン店

下館駅
スタンプ

下  館

下館局

下館駅
南交差点

南口
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下館ラーメンとは？
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2022年2022年

引換締切： 2022年3月6日（日）まで

→スタンプ台紙をお店に呈示

常総線をご利用のうえ、
この台紙の裏面に
下館駅ホームのスタンプ
を押印する。

※スタンプ台紙に駅スタンプの押印が無い場合は特典不可。

特典サービス

特 典

1
特 典

2

非売品

関東鉄道株式会社 総務部 下館ラーメンラリー係

営業時間／平日 8:30～12:00、13:00～17:30
TEL：029-822-3710

お問合せ

後援：筑西市観光協会　常総線活性化支援協議会

1月22日（土）～1月22日（土）～2月27日（日）2月27日（日）

関東鉄道オリジナル箸をもれなくプレゼント関東鉄道オリジナル箸をもれなくプレゼント
スタンプ2つの押印で

スタンプ1つの押印で

スタンプ3つの押印で

スタンプ4つの押印で
関東鉄道オリジナルスプーンをもれなくプレゼント関東鉄道オリジナルスプーンをもれなくプレゼント

関東鉄道オリジナルレンゲをもれなくプレゼント関東鉄道オリジナルレンゲをもれなくプレゼント

麵屋あおい新華餃子会館

ラーメン店内マスク着用、入店時手指消毒（消毒液設置店）のご協力をお願いいたします。

味の店盛昭軒

壱番亭下館店 ラーメン三十郎

あじさいラーメン

272727272727272727272727272727日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）

キッチンマンヨシ

～“陶聖”が残した、幻の花瓶を探せ！～

参加無料

茨城県筑西市 下館駅周辺
宝の地図配布場所
道の駅グランテラス筑西、下館駅、筑西市役所 他市内の主要な観光施設

イベント紹介ページ

主　催：筑西市観光協会　TEL：0296-20-1160

2022年2月27日日まで

板谷波山生誕150年記念事業×リアル宝探し 実施期間

開催場所

©下館商工会議所

©下館商工会議所

下館駅窓口にて引換いたします。

筑西市オリジナルボールペンをプレゼント　※先着500名様


