若草大橋

水海道

有料道路利用促進キャンペーン

今度 の休み は 有料道路 を
利用して出かけよう！
令和4年

下妻市

7月16日〜11月27日までの土日祝日

期間中、協力施設へ入場された方に、下記有料道路の

道の駅 しもつま

数に限りが
ありますので、
なくなり次第
終了

共通休日特別通行券（片道無料）を進呈します。

ご希望の方は、施設の案内所・インフォメーション等にお申し出ください。

牛久市

牛久大仏
〒300-1288
茨城県牛久市久野町2083
TEL 029-889-2931
〔開園時間〕
（3月〜9月）
平日 9：30〜17：00
土日祝 9：30〜17：30
（10月〜2月）
平日・土日祝 9：30〜16：30
（受付終了は閉園の30分前まで）
URL https://daibutu.net/

協力施設
● ミュージアムパーク茨城県自然博物館 ● 牛久大仏 ● あみコミュニケーションセンター ● こもれび 森のイバライド

〒304-0016 茨城県下妻市数須140
TEL 0296-30-5294
〔営業時間〕9：00〜18：00 ※駐車場・トイレ等は24時間利用可
〔休館日〕年中無休
URL http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/dir001734.html

● 道の駅 しもつま ● 坂東市観光交流センター秀緑 ● 水海道あすなろの里 ● ポケットファームどきどき つくば牛久店

● 牛久シャトー ● ニッソーカントリークラブ ● 水海道風土博物館 坂野家住宅 ● 常総市地域交流センター（豊田城）
● 千葉県立関宿城博物館 ● 成田ゆめ牧場 ● 千葉県立房総のむら ● 予科練平和記念館
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千葉県立関宿城博物館

〒270-0201 千葉県野田市関宿三軒家143-4
TEL 04-7196-1400
〔開館時間〕9：00〜16：30
〔休館日〕毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）
URL http://www2.chiba-muse.or.jp/SEKIYADO/
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若草大橋有料道路
千葉県栄町

千葉県立房総のむら

〒270-1506 千葉県印旛郡栄町龍角寺1028
TEL 0476-95-3333
〔開館時間〕9：00〜16：30
〔休館日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
URL http://www2.chiba-muse.or.jp/MURA/
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谷和原

〒300-0302 茨城県稲敷郡阿見町廻戸5-1
TEL 029-891-3344
〔開館時間〕9：00〜17：00（入館は16：30まで）
〔休館日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
URL http://www.yokaren-heiwa.jp/
※ご来館の際はお問合せください。

稲敷市

あみプレミアム・アウトレット フードギャラリー内

水海道あすなろの里
16

〒306-0631 茨城県坂東市岩井3351
TEL 0297-35-0002
〔営業時間〕10：00〜18：00（工房体験は要予約）
〔定休日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
URL https://shuroku.com/
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常総市地域交流センター（豊田城）

坂東

〒306-0622 茨城県坂東市大崎700
TEL 0297-38-2000
〔開館時間〕9：30〜17：00（入館は16：30まで）
※土、日、祝日及び特定の日は事前予約が必要です。
〔休館日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/
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茨城町西

294 しもつま

千葉県立関宿城博物館

坂東市

〒300-1161 茨城県阿見町よしわら4-1-1
あみプレミアム・アウトレット フードギャラリー内
TEL 029-875-6600
〔営業時間〕10：00〜20：00
URL http://www.amikan.jp/upsys̲pro/index.
php?mode=detail&code=150

岩間
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境古河

茨城町
JCT

友部

水海道風土博物館 坂野家住宅

〒303-0045 茨城県常総市大塚戸町310
TEL 0297-27-3481
〔開園時間〕8：30〜17：00
〔定休日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）※夏休みは無休
URL http://asunaronosato.net/

あみコミュニケーションセンター

〒300-1234 茨城県牛久市中央3-20-1
TEL 029-896-3615（ショップ）、029-896-3612（レストラン）
〔営業時間〕10：00〜16：00（見学施設）、10：00〜18：00（ショップ）
11：30〜15：00、17：30〜21：30（レストラン）
〔休館日〕無休（店舗は月曜定休、臨時休業あり。月曜が祝休日の場合は営業）
URL http://maita37.wixsite.com/ushiku-chateau
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阿見町

牛久シャトー

〒300-1231 茨城県牛久市猪子町967-1
TEL 029-879-8800
〔営業時間〕10：00〜17:30 土日祝日 9:30〜17:30
レストラン：11：00〜15：00
〔定休日〕毎週水曜日（祝休日の場合は翌木曜日）
URL http://www.ib.zennoh.or.jp/dokidoki2/

有料道路協力施設

水海道あすなろの里

牛久市

ポケットファームどきどき つくば牛久店

〒300-2706 茨城県常総市新石下2010
TEL 0297-42-0169
〔開館時間〕9：00〜16：30（入館は16：00まで）
〔休館日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
URL http://www.city.joso.lg.jp/shigai/kanko/chiiki/1421553530228.html

〒300-2521 茨城県常総市大生郷町2037
TEL 0297-24-2131
（4月〜10月）9：00〜18：00（入館は17：00まで）
〔開館時間〕
（11月〜3月）9：00〜17：00（入館は16：00まで）
〔休館日〕毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
URL http://www.city.joso.lg.jp/shigai/kanko/1420716457308.html

（順不同）

下総

成田ゆめ牧場
千葉県立房総のむら
ニッソーカントリークラブ

大栄 JCT

成田

新空港

千葉県成田市

〒300-0528 茨城県稲敷市上君山2060-1
TEL 029-892-3911
〔営業時間〕10：00〜17：00（入園は16：00まで）
〔休園日〕基本毎週火曜日（季節により変動あり）
URL https://www.ibaraido.co.jp/

河内町

成田ゆめ牧場

ニッソーカントリークラブ

〒289−0111 千葉県成田市名木730-3
TEL 0476-96-1001
〔営業時間〕平日 9：30〜16：30 季節により
休日 9：30〜17：00 変動あり
〔休園日〕不定休（詳細HPご確認ください。)
URL https://www.yumebokujo.com

（

）

〒300-1336 茨城県稲敷郡河内町大徳鍋子新田1124-1
TEL 0297-84-2321
〔営業時間〕平日 8：00〜17：00
土日祝日 6：45〜17：00
〔休場日〕毎週火曜日（祝日は除く）
URL https://nisso-cc.co.jp

※共 通休日特別通行券で 通行できる車両は「普 通自動車・軽自動車限 定」です。
※配布期間は、令 和4 年7月16日〜11月27日までの土日祝日です。
（数に限りがありますので、なくなり次 第終了となります。）
※共 通休日特別通行 券の 有効期限は令 和4 年12月31日まで となります。
（土日祝日のみ使 用可能です。）
※車両1台につき1枚 進呈となります。
※新 型コロナウイルス感 染拡 大に伴い、営業日・営業時間については、各施 設にお問い合わせください。

お問い合せ

茨城県開発公社ビル6F（担当：業務管理室）
茨城県道路公社 茨城県水戸市笠原町978-25
TEL.029-301-1131 FAX.029-301-1140 URL http://www.i-road.or.jp/

