
      

 
 
 
 
 
 
 

いばらき秋季観光キャンペーンを実施します！ 
 
 

2021年10月1日（金）から 12月5日（日）まで、茨城県と JR東日本水戸支社が連携して「いばらき秋季観

光キャンペーン」を開催します。今回のキャンペーンはテーマを「アウトドア」「食」「新しい旅のスタイル」としていま

す。コロナ禍で生まれた茨城県の新しい可能性、「オープンエア・アクティビティ」コンテンツの他、さまざまな各種

企画をご紹介しますので、茨城県の魅力を存分にご堪能ください。 

また、期間中は、県内各地で心のこもった「おもてなし」でお客さまをお迎えします。新たに生まれ変わった茨

城で、ぜひわすれられない体験を！ 
 

 

 

（１） キャンペーン期間 

 2021年10月1日（金）～12月5日（日） 

（２） 開催地域 

    茨城県全域 

（３） キャッチコピー・ロゴマーク 
 
 
 
 

 
     

 

（１） オープニングセレモニーについて 

    キャンペーンのオープニングを記念して、茨城県の中心地「水戸」でセレモニー及び 

特別ゲストをお迎えし、サイクリングライドイベントを実施します！ 

■日 時 ・・・2021年 10月2日（土） 10：30 ～ 11：00 

■場 所 ・・・水戸駅南口 ペデストリアンデッキ  

■内 容 ・・・出席者挨拶・テープカット・写真撮影 

■出席者 ・・・茨城県知事、JR東日本水戸支社長、JR東日本水戸駅長 

（特別ゲスト） Moeさん ※いばらきサイクリングナビゲーター 

 

（２） オープニングイベント 『いばらき秋季観光キャンペーンオープニングライド』 について 

    ゲストライダーMｏｅさんと「大洗・ひたち海浜シーサイドルート」をライドします！ポイントでは絶景を見て楽しみなが

ら、地元のグルメも堪能できるエイドステーションも完備。なんと無料！ 

■日 時・・・2021年10月2日（土） 1１：30 ～ 16：30頃 

■集 合・・・水戸駅南口さくら東公園 

■主催・企画・運営 ・・・ＪＲ東日本水戸支社（主催） 水戸商工会議所（企画・運営） 

海、山、川、湖でのアクティビティや豊富

な農産物など、さまざまな体験を楽しめる

茨城県の魅力を PR していきます。 

2021 年 9 月 17 日 

茨 城 県  

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社  

 「体験王国いばらき」 

 ２. オープニングセレモニー／オープニングライドイベント 

 １. キャンペーン概要 

詳細・お申し込みはこちら▲ 

▲ゲストライダー Ｍｏｅさん 



   茨城の魅力が、ぎゅっと詰まったポスターを制作しました！ひとつひとつの素材をお楽しみください！ 

                          

 

 

 

 

 

 

  

                                         

 

 

今回のテーマである「アウトドア」「食」「新しい旅のスタイル」で、茨城県エリアの魅力を存分に楽しんでいただくために、

キャンペーン期間中多彩な臨時列車が運行！テーマ別にご紹介します！旅行商品の詳細は、㈱びゅうトラベルサービ

ス「日本の旅、鉄道の旅」インターネットサイトをご覧ください。  https://www.jrview-travel.com/  

 

 

（１） いばらき里山グランピング（※旅行商品・インターネット申込み限定） 

   商品情報：8月にオープンした「花やさと山」グランピング施設。 

ブッシュクラフト体験や BBQ、開園前のフラワーパーク散策など盛りだくさんの旅行商品です。 

   ・出 発 日：10月30日（土） 

 
 
 
 
 

（２） トレキャン ～Train CAMP～（※旅行商品・インターネット申込み限定） 

「キャンプ道具も車もないけれど、キャンプを体験したい！」「自然あふれる空間でキャンプをやってみたい！」 

家族でもよし、自分だけの時間を過ごすでもよし、往復列車利用のキャンプ旅行商品です。  
 

■大洗サンビーチキャンプ場 

商品情報：キャンプ場は海を眺める丘にあり、海からの朝日が見られる場所です。 

マイ鉄板制作体験や、スパイス調合体験などの他、いばらきキャンプ飯を作って楽しめます。 

・出 発 日：10月12日（火）19日（火）30日（土）※10/30 は団体臨時列車リゾートやまどりを使用 

・出 発 日：11月12日（火）19日（火）20日（土）27日（土） 

    

 

 
 
 

■上小川レジャーペンション 

商品情報：久慈川の清流や山に囲まれた大自然を満喫し、デジタルデトックスで、心身をリフレッシュ。 

何もしない自分だけの時間を過ごしてみてはいかがでしょう。キャンプ飯も作って楽しめます。 

・出 発 日：10月12日（火）19日（火）11月 2日（火） 9日（火） ※ソロキャンプ限定 

・出 発 日：10月19日（土）23日（土） ※ファミリー（2～4人）限定 

  

 ４. 臨時列車・旅行商品などについて 

 ３. 宣伝ポスターイメージについて 

▲Ｂ1ポスター 「海」 イメージ ▲Ｂ1ポスター 「山」 イメージ 

新規 contents キャンプ     

 

▲花やさと山 グランピングイメージ 

▲山と川に囲まれたキャンプ場 

（上小川） 

「体験王国いばらき」  

⇒アウトドアも観光も、あれもこれもできちゃう！ 

欲張っても受け止めてくれる茨城を表現しました。 

ビジュアルから気分が楽しくなることをイメージしました。 

▲海の見えるキャンプ場（大洗） 

 キャンプ総合案内ページはこちら⇒ 

 

その他、品川駅装飾ジャック、上野駅大型フラッグで
首都圏を賑やかに装飾します。 

※10/30 リゾートやまどりを使用したコースを除く。バスは旅行代金には含まれません 

 

特急ときわ 55 号   大洗鹿島線  （路線バス）                   （路線バス）   大洗鹿島線   特急ときわ 76 号 

上野    水戸   大洗 ⇒ 大洗サンビーチキャンプ場 ⇒ 大洗   水戸   上野 

9:30  10:47            各種体験 宿泊              13:53  15:08  

特急ときわ 55 号  普通列車     タクシー                   タクシー   普通列車   特急ときわ 74 号 R 

上野    水戸   大 

特急ときわ 55 号  普通列車     タクシー                   タクシー   普通列車   特急ときわ 74 号 R 

上野    水戸   大 

特急ときわ 55 号    普通列車     徒歩                      徒歩     普通列車   特急ときわ 76 号  

上野   水戸   上小川⇒ 上小川レジャーペンション ⇒上小川   水戸   上野 

9:30  10:47             各種体験 宿泊              13:53  15:08 

(団）リゾートやまどり バス      バス                           バス          バス     バス （団）リゾートやまどり 

上野  石岡 ⇒ 筑波山⇒花やさと山・いばらきフラワーパーク ⇒朝日里山学校⇒柿狩り⇒石岡   上野 

8:42  10:30                各種体験 宿泊            昼食      体験   15:53  17:30  

https://www.jrview-travel.com/


 

 

（３） いばらきサイクルトレイン（※旅行商品・インターネット申込み限定） 

商品情報：茨城県のサイクリングルートといえば、ナショナルサイクルルートにも指定されている「つくば霞ヶ浦りん 

りんロード」。いばらきサイクルトレインは、サイクルルートご利用の活性化を目的に設定しました。輪行袋なしでそのま

ま列車にご乗車いただける快適な旅をお楽しみください。10月 16日（土）は、プレイアトレ土浦主催でサイクリングイ

ベントも実施します！ 

・出 発 日：10月16日（土）、1１月27日（土） 

・運転区間：上野⇒（友部経由）⇒岩瀬、友部⇒上野 

 

 

 

 

 

① 土浦コース（【往路】上野⇒土浦 【復路】土浦⇒上野） 

② 石岡・友部コース（【往路】上野⇒石岡・友部 【復路】友部・石岡⇒上野） 

③ 岩瀬・石岡着・土浦発コース（【往路】上野⇒石岡・岩瀬 【復路】土浦⇒上野） 

     10月16日（土）のプレイアトレ土浦主催イベントをご参加の際は、こちらのコースが便利です。 

 

（４） 「B.B.BASE 佐原・鹿島」×「いばらきサイクルトレイン」（※旅行商品・インターネット申込み限定） 

商品情報：「B.B.BASE佐原・鹿島（両国⇔潮来）」と「いばらきサイクルトレイン（上野⇔土浦・岩瀬）」の両方を 

ご利用いただき、「つくば霞ヶ浦りんりんロード」をお楽しみいただけます。  

・出 発 日：1１月 27日（土）限定 

（「B.B.BASE佐原・鹿島」の運転日は 10月 30日（土）・31日（日）、11月 27日（土）・28日（日）です。） 

 

① 両国→潮来着・土浦→上野着 A コース(【往路】両国⇒潮来 【復路】土浦⇒上野） 

② 上野→土浦着・潮来→両国着 B コース(【往路】上野⇒土浦 【復路】潮来⇒両国) 

③ 星野リゾート BEB５土浦宿泊コース 

【１日目往路】上野⇒岩瀬 

【２日目復路】潮来⇒両国  

【宿泊】星野リゾート BEB５土浦 

つくば霞ヶ浦りんりんロードを２日間にかけて楽しめる、サイクリストのためのスペシャルコースです。 
 

（５） いばらきサイクルトレイン運行記念！石岡～土浦ワンウェイツアー 

   イベント情報石岡駅をスタートし、日本一大きな獅子頭を見た後は有名な「不動峠」でヒルクライムチャレン

ジ！その後、ナショナルサイクルルートに指定された「つくば霞ヶ浦りんりんロード」を走ってプレイアトレ土浦に 

ゴールします。 

・開 催 日：10月16日（土） 

・企 画：プレイアトレ土浦、一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 

・後 援：茨城県 

・協 力：石岡市 

 

新規 contents サイクリング                  サイクリング総合案内ページはこちら⇒ 

 

▲つくば霞ヶ浦サイクリングコースイメージ 

列車名 始発駅 時刻 終着駅 時刻 運転日

下り 上野 8:13 岩瀬 10:32

上り 友部 15:59 上野 17:56
いばらきサイクルトレイン快速 10/16.11/27

▲星野リゾート BEB５土浦  

サイクルルームイメージ 



  

（６） 駅からサイクリングラリー（ラリー企画） 

観光アプリ「SpotTour」を活用し、茨城県内４コース、福島県浜通り２コース、全6 コースでサイクリングラリーを実施

します。参加された方がもらえるオリジナル参加賞や、6コース中 3コース達成した方が抽選でもらえる達成賞をご用

意しています。（参加方法はサイクリング総合案内ページをご確認ください。） 

・設 定 日：10月１日（金）～1１月30日（火） 

・設定コース：  

① 歴史探索りんりんツアー 岩瀬～土浦コース ② 開運チャリ旅御朱印めぐり 友部～石岡コース 

③ 水戸漫遊ひたちコース              ④ 奥久慈大子周遊コース 

⑤ シーサイド＆ヒル満喫ロングライド 勿来～富岡コース 

⑥ 歴史＆絶景満喫ロングライド 浪江～相馬～原ノ町コース 
 

６つのコースを、サイクリングインフルエンサーMｏｅさんが撮影しＹｏｕＴｕｂｅでアップします。撮影動画は、サイクリン

グ総合案内ページや、SpotTourアプリ内にも掲載し、よりコースを魅力的にご案内しています！                                                         

             Moevalism  検索  https://www.youtube.com/c/Moevalism 
 

プレゼント一例 （Ａ、Ｂ、Ｃ・・参加賞  Ｄ、Ｅ・・・達成賞）                                

 

 

 

 

 

 

 

（７） 常磐線特別運行「なごみ（和）」 （※旅行商品）   

特別車両「なごみ（和）」にご乗車いただき特別感を感じながら、いばらきの冬の味覚「あんこう鍋」をご賞味ください。 

・運 転 日：11月20日（土） 

・運転区間：上野⇒水戸・高萩、日立・水戸⇒上野  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

▲オリジナルシリコンバンド ▲オリジナルカラビナボトルホルダー ▲オリジナルウエストポーチ ▲めひかり食べ比べセットなど ▲常陸乃梅シロップなど 

A B C  D E 

サイクリング特別企画！ SpotTourアプリ取得はこちら（HP）から ⇒ 

コース①ｏｒ② コース③ｏｒ④

② 

コース⑤ｏｒ⑥

② 

福島県浜通り特産品 茨城県特産品 

▲なごみ（和）イメージ 

■いばらき県北周遊プラン【コース NO.B4140】 
紅葉で色づく県北エリアを、プレミアムバス「葵」で優雅に周遊します。 

 

■水戸・大洗周遊プラン【コース NO.B4139】 
渋沢栄一にゆかりのある水戸弘道館と人気スポト大洗エリアを周遊するプランです。 

※車内のタッチパネル式モニターは、現在設置されておりません。 

▲花園神社 イメージ 

▲春日ホテル あんこう鍋定食 イメージ 

なごみ（和） 車内イメージ▶ 

団体臨時列車なごみ(和）   バス      バス              バス        バス    団体臨時列車なごみ(和）   

上野  柏  高萩⇒ 六角堂⇒ 五浦観光ホテル⇒ 花園神社⇒ 日立  柏  上野 

8:13     11:01 （約 30 分） (あんこう鍋の昼食） （約 40 分）  16:21     19:04 

団体臨時列車なごみ(和）   バス      バス        バス          バス                           バス               団体臨時列車なごみ(和）   

上野  柏  水戸⇒ 弘道館・水戸城角櫓⇒ 春日ホテル⇒ アクアワールド茨城県大洗水族館⇒ 大洗磯前神社⇒ 水戸  柏  上野 

8:13     10:19    （約 70 分）   （あんこう鍋の昼食）       （約 100 分）        （約 30 分）  16:45     19:04 

https://www.youtube.com/c/Moevalism


（８） 水戸線 Shu＊Kura （※旅行商品、インターネット申込み限定） 

のってたのしい列車「越乃 Shu＊Kura」が、水戸線を走ります！水戸線沿線は茨城県内でも多くの酒蔵を有する

エリアです。さまざまな茨城の地酒をお楽しみください。 

ツアー参加特典として、沿線の地酒と笠間焼のお猪口をプレゼント！（お猪口は、お申込みいただくコースによっ

てデザインが異なります） 

・運 転 日：１1月16日（火）、17日（水） 

・運転区間：大宮⇒（水戸線経由）⇒友部・（水戸） 

 ※11月17日（水）のみ水戸まで運行。 

 

 

 

 

 
 

その他の Shu＊Kura 商品 

・上野発（水戸まで特急ひたち利用）1泊2日コース【コース NO.B4121（11/16 のみ）】 9月 28 日（火）14:00～発売 

・大宮発日帰り笠間市内散策コース【コース NO.B4120】、大宮発日帰り須藤本家コース【コース NO.B4119（11/16 のみ）】 

10月 5日（火）14:00～発売 

 

（９） 赤色ふわもこコキア号  

   常磐線全線運転再開から 1年、仙台エリアのお客さまも常磐線で茨城へお越しいただけるようになりました！ 

秋の素晴らしい景色を、ゆっくりとご堪能いただける時間で設定しております。 

・運 転 日：１0月9日（土）、16日（土） 

・運転区間：仙台⇒勝田  

 

 

 
 
 

（１０） 花咲くひたち海浜公園号     

茨城の秋の代名詞であるコキア満開の時期に、大宮から日帰りでお楽しみいただける行程です。 

・運 転 日：10月9日（土）、10日（日）、17日（日） 

・運転区間：大宮⇔勝田  

 

 

 
 
 

（１１） 風っこ水郡線紅葉号  

   「びゅうコースター風っこ」を利用して、水郡線沿線の川と紅葉が織り成す美しい景色をお楽しみください。 

・運 転 日：11月6日（土）、7日（日） 

・運転区間：水戸⇔常陸大子  

 

 
列車名 始発駅 時刻 終着駅 時刻 運転日

風っこ水郡線紅葉１号 水戸 8:55 常陸大子 10:21

風っこ水郡線紅葉２号 常陸大子 14:40 水戸 16:08
快速 11/6.7

列車名 始発駅 時刻 終着駅 時刻 運転日

大宮 8:24 勝田 10:25

勝田 16:23 大宮 18:14

花咲く
ひたち海浜公園号

10/9.１０.17快速

列車名 始発駅 時刻 終着駅 時刻 運転日

特急
ひたち92号

（赤色ふわもこコキア号）
10/9.16仙台 勝田8:36 11:54

▲園内サイクリングイメージ 

▲ひたち海浜公園 赤色コキアとコスモス 

▲笠間焼 お猪口 

■水戸線 Shu＊Kuraの旅（仙台発１泊２日コース）【コース NO.B0454】 
 

▲越乃 Shu＊Kura イメージ 

▲びゅうコースター風っこ 



（１）IBARAKI CAMP AUTUMN FESTA 2021 

   日帰りでも泊まりでも楽しめる！キャンプ・食・アクティビティ体験、秋のいばらきを丸ごと 

楽しめる 2日間です。 

   実施日時：11月6日（土）～7日（日） 10：00～16：00 

   実施場所：涸沼自然公園キャンプ場 

          （サテライト会場：大洗サンビーチキャンプ場・しもはじ埴輪キャンプ場） 

 

※詳細については、後日改めてプレスリリースを予定しております。 
 

（２） 東筑波観光シャトルバス（路線バス）を期間限定で運行予定！ 

    JR石岡駅～いばらきフラワーパーク～筑波山（つつじヶ丘バス停）をつなぐ「東筑波観光シャトルバス」を期間限定

で運行予定！ 筑波山の紅葉やいばらきフラワーパークの秋バラなどを路線バスで巡ってみませんか？ 

・運行日程：11月3日（水・祝）～12月 26日（日）の土休日 （計18日間） 

・運行本数： １日４便（１１月 3日・6日・7日は 1日3便）を予定 
 

※詳細については、後日改めてプレスリリースを予定しております。 
 

（３） いばらきよいとこプラン 

駅発着型の日帰り観光プランです。体験や食など、各市町村の魅力をお楽しみいただけます。 

募集開始については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた上で、決まり次第、観光 

いばらきホームページにてお知らせいたします。 

※当プランについては、新型コロナウイルスの影響により、茨城県内にお住まいの方を 

参加対象とさせていただきます。 

 

（４）市町村特別企画 

キャンペーンにあわせて茨城県内各市町村が設定した特別企画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、観光いばらきホームページをご覧ください。  観光いばらき   検索 https://www.ibarakiguide.jp 

 

（５）いばらき県産品お取り寄せサイト「いばらきメイド」 

茨城の名産品・特産品を産地直送でお届け！しかも、今なら全品 2割引＆ 

送料無料！コロナ禍でなかなかお出かけできなくても、茨城県の美味しいものを 

ご自宅でお楽しみいただけます。 

    （注文はインターネットからのみとなります） 

 
 

 ５. 茨城県特別企画 

▲びゅうコースター風っこ 

▲よいとこプラン冊子イメージ 

市町村名 イベント名 期間 企画内容

北茨城市
あなたが見つけた北茨城

フォトコンテスト2021
8/5～12/2 「あなたが見つけた北茨城」の魅力ある写真を募集するフォトコンテスト

常陸太田市 秋の観光PR展
11/9～11/18（JR常陸太田駅）

11/20～11/29（道の駅ひたちおおた）
秋の常陸太田市の魅力を写真や動画でPR

大洗町
大洗町フォトコンテスト

2021
8/24～12/15 「あなたの好きな大洗」をテーマとしたフォトコンテスト

つくば市
宝篋山麓まちあるき

電子スタンプラリー
11/1～30 宝篋山麓の名所や旧跡・グルメをめぐる電子スタンプラリー

行方市 なめキャン 10/30～11/28までの毎週土日（1泊2日） 期間限定のキャンプイベント

桜川市
桜川の秋

観光スタンプラリーツアー
11/1～30 スタンプラリーを行いながら観光モデルルートを周遊

詳しくは、いばらき県産品お取り寄せサイトをご覧ください。 

 いばらきメイド     検索  https://ibarakimeisan.com  

https://www.ibarakiguide.jp/
https://ibarakimeisan.com/


 

（１） 「帰ってきた！駅長対抗！いばらきの魅力総選挙」を実施します！                     

茨城県の魅力の認知度向上を目的に、駅長たちが地域の魅力を PRする「帰ってきた！ 

駅長対抗！いばらきの魅力総選挙」を実施します。茨城県内の鉄道会社 5社の駅長たちに 

加え、福島県浜通りエリア（常磐線）の駅長も参加し総勢 24名の駅長たちが、SNS上で地域 

の魅力を PRし、お客さまからの得票数を競い合います。 

 

■キャンペーン名  「帰ってきた！駅長対抗！いばらきの魅力総選挙」 

■実 施 期 間  2021年10月1日（金）～12月14日（火） 

 

駅長総選挙 総合案内ページはこちら⇒ 

 

（２） 「ローカル線に乗って、『ときわ路パス オリジナル鉄カード』をもらっちゃおう！！」キャンペーン    

夏季に続く第 2弾は「ヘッドマーク列車編」！過去にヘッドマークを付けて運行 

した列車などの写真を使用した「ときわ路パス オリジナル鉄カード」をプレゼント 

します。現在は、撮影することができない貴重な写真を使用したデザインの 

「ときわ路パス オリジナル鉄カード」を集めながら、ローカル線の旅をお楽しみく 

ださい。 

 

■キャンペーン名   「ローカル線に乗って、『ときわ路パス オリジナル鉄カード』をもらっちゃおう！！」キャンペーン 

■実 施 期 間  2021年10月2日（土）～ 2021年12月 5日（日）の土休日  

協力：茨城県常磐線整備促進期成同盟会、水戸線整備促進期成同盟会、茨城県水郡線利用促進会議 

 

 

（３）「『いばらきアクセスパック』を使って電車でゴルフに行こう！」キャンペーンを実施します！ 

茨城県内のゴルフ場の魅力と常磐線でゴルフに行く利便性や快適性をより多くの方に知っていただくことを目的とし

て、ゴルフダイジェスト・オンライン（以下 GDO という）とのタイアップ企画「『いばらきアクセスパック』を使って電車でゴル

フに行こう！」キャンペーンを実施します。この機会に、茨城県にゆったり列車でゴルフ旅はいかがでしょうか。  

 

■キャンペーン名   「『いばらきアクセスパック』を使って電車でゴルフに行こう！」キャンペーン 

■実 施 期 間  2021年10月1日(金)～12月5日(日) 

  

 

 

 

※Youtubeおよび Youtube ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※Twitterは、Twitter,Inc.の商標または登録商標です。 

 

 

 

 ６. JR東日本水戸支社特別企画 

※本キャンペーンのデザインとは異なります。 

 

 

※別紙１ 

※別紙２ 

※別紙３ 

イベントや特別企画は、新型コロナウイルスの影響により、急遽時刻及び内容について、変更や中止・延期になる場合があります。 

GDO特設サイトはこちら⇒ 



今年は茨城県内鉄道 5 社が参加！  

「帰ってきた！駅長対抗！いばらきの魅力総選挙」を実施します！ 
 

茨城県の魅力の認知度向上を目的に、駅長たちが地域の魅力を PR する「帰ってきた！駅長対抗！いばらきの

魅力総選挙」を実施します。茨城県内の鉄道会社 5 社の駅長たちに加え、福島県浜通りエリア（常磐線）の駅長も

参加し総勢 24名の駅長たちが、SNS上で地域の魅力を PR し、お客さまからの得票数を競い合います。 

食や体験・絶景など駅長たちが自信を持っておススメする地域の魅力を知っていただき、お気に入りの観光素材

にご投票をお願いします。 
 

1 キャンペーン名  帰ってきた！駅長対抗！いばらきの魅力総選挙 

2 実 施 期 間  2021年 10月 1日（金）～12月 14日（火） 

3 エントリー駅（駅長） 

■東日本旅客鉄道株式会社 

・取手駅 ・龍ケ崎市駅 ・土浦駅 ・石岡駅 ・友部駅 ・水戸駅 ・勝田駅  

・日立駅 ・高萩駅 ・泉駅 ・いわき駅 ・原ノ町駅 ・鹿島神宮駅 ・古河駅  

・下館駅 ・上菅谷駅 ・常陸大子駅   

■鹿島臨海鉄道株式会社 

・大洗駅 

■関東鉄道株式会社 

・取手駅 ・守谷駅 ・水海道駅 ・竜ヶ崎駅 

■ひたちなか海浜鉄道株式会社 

・那珂湊駅 

■首都圏新都市鉄道株式会社 

・つくば駅 

 

4 総選挙実施の流れ 

⑴ 総選挙概要公開（9/17 より公開） 

駅長たちが総選挙で PRする地域の観光素材やスケジュールを総合案内ページで公開します。 

⑵ 選挙演説・投票（10/1 より投票開始） 

・JR東日本水戸支社公式Twitter「ムコナの★ちい旅」において、駅長たちが地域の魅力をPRするツイートを展開します。 

・お客さまに駅長たちの PR ツイートをご覧いただき、応援したい駅の投票ボタンを押していただきます。 

・得票数を基に、トーナメント方式で勝ち上がり「総合グランプリ」を決定します。 

⑶ 結果発表 

12月中に、総合案内ページ・Twitter上で総合グランプリの結果を発表します。 

⑷ トーナメントスケジュール 

各駅の立候補内容・トーナメント表は総合案内ページをご覧ください。駅長総選挙 総合案内ページ⇒ 

 

JR東日本水戸支社公式 Twitter「ムコナの★ちい旅」について 

茨城県や福島県浜通りエリアについて、駅社員がおススメする、知る人ぞ知る 

観光スポットや、地元の方しか知らない美味しいランチやスイーツがいただける 

グルメ情報などを「旅のナビゲーター ムコナ」がご紹介します。 

〈ユーザー名〉＠jre_mito_657 （https://twitter.com/jre_mito_657） 
〈Twitter 旅のナビゲーター ムコナ〉 

別紙１ 

▲ポスターイメージ 

 

 

JR東日本水戸支社 
E657系イメージキャラクター 
ムコナくん 

file:///C:/Users/w-oowada/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AOUWHEBS/●●●●●●●●●
file:///C:/Users/w-oowada/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AOUWHEBS/●●●●●●●●●
https://twitter.com/jre_mito_657


 

「ローカル線に乗って、『ときわ路パス オリジナル鉄カード』を 

                      もらっちゃおう！！」キャンペーン第 2弾を実施します！ 

 

秋季「ときわ路パス」の利用期間に合わせて、「ローカル線に乗って、『ときわ路パスオリジナル鉄カード』をもらっち

ゃおう！！」キャンペーン第 2 弾を実施します。第 2 弾は「ヘッドマーク列車編」！過去にヘッドマークを付けて運行

した列車の写真を使用した「ときわ路パス オリジナル鉄カード」をプレゼントします。 

現在は撮影することができない貴重な写真を使用したデザインの「ときわ路パス オリジナル鉄カード」を集めなが

ら、ローカル線の旅をお楽しみください。 

 

1 秋季「ときわ路パス」について 

⑴ 利用期間：10月 2日（土）～12月 5日（日）の土休日 

⑵ 発売期間：利用日の 1 ヵ月前から当日まで発売 

⑶ 有効期間：1日間 

⑷ 発 売 額：おとな 2,180円、こども 550円 

大人の休日倶楽部会員 1,670円 

⑸ 発売箇所：フリーエリア内の JRの主な駅の指定席券売機、 

みどりの窓口(一部お取扱いのない箇所もございます。) 

 

2 キャンペーン概要 

⑴ キャンペーン名：ローカル線に乗って「ときわ路パス オリジナル鉄カード」をもらっちゃおう！！ 

⑵ 実施期間：2021年 10 月 2日（土）～ 2021年 12月 5日（日）の土休日 

⑶ プレゼント概要：「ときわ路パス オリジナル鉄カード」（全 6種 各 1,000枚） 

※過去にヘッドマークを付けて運行した列車の写真を使用したときわ路パス限定デザインです。 

⑷ 実施概要 

① 「ときわ路パス」を発売箇所にてご購入ください。 

② 実施期間中に以下の引換箇所において有効期間内かつ使用開始後の「ときわ路パス」をご提示いただくと、

先着合計 6,000名さまに、「ときわ路パス オリジナル鉄カード」をプレゼントします。 

  ※「ときわ路パス」1枚提示につき、「ときわ路パス オリジナル鉄カード」を 1枚、最大 6種類プレゼントします。 
 
【参考】鉄カードとは 

   鉄カードとは、全国各地の鉄道会社が共通のデザインで作成するトレーディングカードです。 

2019年 10月には、国土交通省が選考している日本鉄道大賞を受賞しています。 

 

⑸ その他 

① 鉄カードは、無くなり次第終了となります。 

② 鉄カードは、各駅限定のデザインのため、他の駅のデザインはお渡しできません。 

③ 提示していただく「ときわ路パス」は、有効期間内かつ使用開始後のものに限ります。 

引換駅 
大洗駅 

（鹿島臨海鉄道） 

下館駅 

（関東鉄道） 

那珂湊駅 

（ひたちなか海浜鉄道） 

真岡駅 

（真岡鐵道） 

取手駅 

（JR 東日本） 

水戸駅 

（JR 東日本） 

引換箇所 大洗駅売店 
5・6番線 

ホーム階窓口 
改札 窓口 西口改札 改札 

引換時間 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00 営業時間内 営業時間内 

（鉄カードイメージ） 

※本キャンペーンのデザインとは異なります。 

（ヘッドマーク列車イメージ） 

※本キャンペーンのデザインとは異なります。 

※鹿島サッカースタジアム駅は、試合の開催日のみ臨時営業します。  

 

別紙２ 

協力：茨城県常磐線整備促進期成同盟会、水戸線整備促進期成同盟会、茨城県水郡線利用促進会議 



※対象ゴルフ場＆ 
「いばらきアクセスパック」予約が条件 

  GDO（ゴルフダイジェスト・オンライン）とのタイアップ企画 

「『いばらきアクセスパック』を使って電車でゴルフに行こう！」キャンペーンを実施します！ 

  

 

 

 

 

 

 

1 キャンペーン名  「『いばらきアクセスパック』を使って電車でゴルフに行こう！」キャンペーン 

2 実施期間   2021年 10月 1日(金)～12 月 5日(日) 

3 内    容   GDO ゴルフ場予約サイト内の特設ページで、対象ゴルフ場を予約し、「いばらきアクセスパック」を

ご利用いただいたお客さまに、GDOゴルフショップクーポン（500円相当）をプレゼントします！ 

 

 

■対象ゴルフ場  : 石岡駅・友部駅周辺ゴルフ場 ※詳細は別表参照 

■対 象 人 数  : 先着 400名 ※クーポン配付終了次第、キャンペーンは終了します。 

■GDO 特設サイト  ： https://reserve.golfdigest.co.jp/special/ibaraki2109/  

                                  

4 参加の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考情報：「いばらきアクセスパック」について＞【旅行企画・実施 ㈱びゅうトラベルサービス】 

 「いばらきアクセスパック」とは、品川駅・東京駅・上野駅～石岡駅または友部駅間の往復 JR 券＋NewDays・

KIOSKお買物券（500円分）がセットになった、ゴルフにも便利でお得な日帰り旅行商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３ 

予約したゴルフ場で 

GDO ゴルフショップクーポン獲得 ステップ１ 

GDO特設サイトで 

対象ゴルフ場を予約 

ステップ２ 

「いばらきアクセスパック」

を予約 

別紙３ 

茨城県は、美しい自然に囲まれたゴルフ場の宝庫。都心からも近く、アクセスの良さも魅力の一つです。 

今回、茨城県内のゴルフ場の魅力と常磐線でゴルフに行く利便性や快適性をより多くの方に知っていただくことを目

的として、ゴルフダイジェスト・オンライン(以下 GDO という）とのタイアップ企画「『いばらきアクセスパック』を使って電車

でゴルフに行こう！」キャンペーンを実施します。この機会に、茨城県にゆったり列車でゴルフ旅はいかがですか。 

別紙３ 

『いばらきアクセスパック』は、NewDays・KIOSKのお買物券付きの料金でとってもお得！ 

特急列車で 

ゆったり快適に 

ゴルフ場へ 

           とは 
日本最大級のゴルフポータルサイト。ゴルフ場予約、ゴルフショップ、ゴルフニュース、

スコアアップ、コミュニティなど、ゴルフに関わるサービスを総合的に展開。 

※石岡駅・友部駅利用にそれぞれ特急列車グリーン車と
特急列車普通車利用の計４種類を設定しています。 

▲GOD特設サイトイメージ 

https://reserve.golfdigest.co.jp/special/ibaraki2109/


 

 

対象ゴルフ場一覧 

石岡駅周辺 太平洋クラブ 美野里コース 

東筑波カントリークラブ 

JGM やさと石岡ゴルフクラブ（やさと国際 GC） 

友部駅周辺 桜の宮ゴルフ倶楽部 

宍戸ヒルズカントリークラブ 

富士カントリー笠間倶楽部 

アコーディア・ゴルフグループ 水戸・ゴルフ・クラブ 

石岡ウエストカントリークラブ 

JGM 笠間ゴルフクラブ（かさまロイヤル GC） 

＜別表＞ 


