
列2 ●体験観光施設一覧（R4.10.24時点） 列3 列4 列5
店舗名 市町村 主な取扱品 WEBサイト

1 かみね遊園地 日立 乗り物券、お土産用のお菓子、飲料水、おもちゃ https://kaminepark.or.jp/facility-02.html
2 かみねレジャーランド 日立 乗り物券、お土産用のお菓子、飲料水、おもちゃ https://kaminepark.or.jp/facility-03.html
3 ザ・オーシャンゴルフクラブホテルマグノリア 日立 ゴルフ場 https://www.oceangolfclub.com/hotel.html
4 湯楽の里　日立店 日立 温浴施設、お土産 https://www.yurakirari.com/yura/hitachi/
5 ふじ農園 日立 乾燥芋、ぶどう、はちみつ他 http://www.fujinouen.com/company/
6 高萩ユーフィールド 高萩 キャンプ宿泊及び日帰り利用、ドローンサッカー体験 https://www.you-field.com/
7 高萩ふれあいの里 高萩 釣りぼり http://ayanao2003.web.fc2.com/
8 天空の庭　天馬夢 高萩 健康食品、生活用品、ヨガ体験、乗馬体験 https://www.amamu.jp/
9 北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場 北茨城 キャンプサイト、バーベキューハウス、ケビン棟 https://www.hanazono-autocamp.com/

10 茨城パシフィックカントリー倶楽部 北茨城 ゴルフ場 http://ipcc.co.jp/
11 茨城県近代美術館天心記念五浦分館 北茨城 入場料 https://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/
12 バンジージャパン　竜神バンジー 常陸太田 バンジージャンプ https://www.bungyjapan.com/ryujin/
13 里美温泉保養センターぬく森の湯 常陸太田 日帰り温泉、食事、お土産 http://nukumori.satomiful.jp/
14 里美ふれあい館 常陸太田 そば打ち体験 http://fureaikan.satomiful.jp/
15 スパ＆ゴルフリゾート久慈 常陸太田 ゴルフ場 https://www.spagolf-kuji.jp/
16 新・西山荘カントリー倶楽部 常陸太田 ゴルフ場 https://www.unimat-golf.jp/seizansou/
17 ロックヒルゴルフクラブ 常陸太宮 ゴルフ場 https://www.rockhillgc.jp/
18 マナゴルフクラブ 常陸大宮 ゴルフ場 https://www.managolf.jp/
19 ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 常陸大宮 温泉入浴、売店、飲食店 https://www.hitachioomiyacity-spa.com/shikisaikan/

20 ｽﾄｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ那珂川店 常陸大宮 アウトドアレジャーサービス（カヌー・ラフティング・SUP） https://storm.cx/
21 ゴルフ5カントリーサニーフィールド 常陸大宮 宿泊　ゴルフ場　レストラン　用品およびお土産販売 https://www.alpen-group.net/sunnyfield/
22 そば道場　久慈川翁 常陸大宮 そば打ち体験 https://www.sobadoujyou.com/
23 東京レジャー開発株式会社　カバヤゴルフクラブ 常陸大宮 ゴルフ場・宿泊施設あり https://kabayagc.com/
24 斉藤りんご園 大子 りんご https://www.green-tourism.pref.ibaraki.jp/facility/no-22

25 上小川レジャーペンション 大子 キャンプ https://kamiogawa.net/
26 黒田りんご園 大子 りんご http://www.kurodaen.sakura.ne.jp/
27 大子温泉保養センター森林の温泉 大子 入館料．食事．売店 http://morinoideyu.com/
28 大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ 大子 キャンプ http://www.greenvila.jp/
29 多目的温泉プールフォレスパ大子 大子 プール https://www.forespa-daigo.jp/
30 袋田温泉　関所の湯 大子 温泉 http://sekisyo-no-yu.com/
31 藤田観光りんご園 大子 スイーツ、軽食、特産品 http://www.roy.hi-ho.ne.jp/apple-fujita/
32 豊田りんご園 大子 りんご https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page005737.html

33 本田りんご園 大子 りんご http://hondaringoen.com/
34 沼の上りんご園 大子 りんご http://numanoue-ringoen.com/
35 ナムチェバザール(奥久慈ベースキャンプ） 大子 アウトドア用品、キャンプ https://basecamp-ibr.com/
36 茨城県近代美術館 水戸 入場料 https://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/
37 割烹　いづみ（レンタサイクル） 水戸 レンタサイクル https://kappou-idumi.owst.jp/
38 秘湯ぶんぶくの湯 笠間 日帰り入浴 https://spa-tokyo.net/z-i-bunb/index.html
39 ムラサキパークかさま 笠間 施設利用・スポーツ用品・アパレル https://www.murasaki.co.jp/brand/ridelifemag-murasaki-sports/shop_key/murasaki-park-kasama/38342

40 宍戸ヒルズカントリークラブ 笠間 ゴルフ場 https://www.hillsgolf.jp/shishido/
41 茨城県陶芸美術館 笠間 入場料 https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/
42 桧佐陶工房 笠間 製作体験 https://kasama-hisa.jp/
43 笠間日動美術館 笠間 入場料 http://www.nichido-museum.or.jp/
44 太平洋クラブ美野里コース 小美玉 ゴルフ場 https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/minori/
45 アクアワールド茨城県大洗水族館 大洗 水族館入場券 https://www.aquaworld-oarai.com/
46 イエローサンズサーフショップ 大洗 サーフ用品小売り、スクール、レンタル https://www.oarai-info.jp/page/page000098.html
47 大洗美術館 大洗 美術館の展示観覧 http://ibaraki-museums.jp/category/art/34/
48 大洗町観光情報交流センター　うみまちテラス 大洗 大洗土産、レンタサイクル貸出 https://www.oarai-info.jp/page/page000533.html
49 潮騒の湯 大洗 日帰り温泉 http://siosai.jp/
50 太平洋クラブ大洗シャーウッドコース 大洗 ゴルフ場 https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/sherwood/
51 Ｐｒｉｍｉｔｉｖｅ　ｈｕｔ　夏海の家 大洗 バーキュー https://www.primitive-hut.com/
52 ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 城里 宿泊事業 https://www.wpgcc.com/
53 サザンヤードカントリークラブ 城里 ゴルフ場 http://www.sycc.co.jp/
54 城里町健康増進施設ホロルの湯 城里 入浴料 https://www.hororunoyu.jp/
55 城里ゴルフ倶楽部 城里 ゴルフ場 http://www.shirosato-gc.com/
56 ひたちなか温泉　喜楽里別邸 ひたちなか 温泉施設、お土産 https://www.yurakirari.com/kirari/hitachinaka/
57 国営ひたち海浜公園プレジャーガーデン ひたちなか のりものチケット類・飲食物販 https://pleasure.hitachikaihin.jp/
58 阿字ヶ浦温泉のぞみ ひたちなか 日帰り温泉 http://www.ajigauraonsen.jp/
59 Water Garden Resort キャンプ＆マリーナ 神栖 キャンプ https://www.water-garden-resort.com/
60 ジェイゴルフ霞ヶ浦 潮来 ゴルフ場 https://jgk.tatemono-golf.com/
61 愛友酒造株式会社 潮来 日本酒 https://aiyu-sake.jp/
62 水郷潮来観光協会 潮来 レンタサイクル http://www.e-tabi.org
63 北浦宝来温泉つるるんの湯宿北浦湖畔荘 行方 貸切温泉入浴＆昼食付き　日帰りプラン https://kitaura-houraionsen.com/
64 ノースショアカントリークラブ 行方 ゴルフ場 https://nscc.golftk.com/
65 フォレストパーク　メロンの森 鉾田 観光農園・バーベキュー https://www.melonnomori.com
66 ラクスマリーナ 土浦 遊覧船 http://www.lacusmarina.com/
67 インディカート土浦店 土浦 レンタルゴーカートサーキット https://tol-app.jp/s/gd8l8qhbgzxzz4r2l3b0
68 いばらきフラワーパーク 石岡 植物園、お土産販売、飲食店 https://www.flowerpark.or.jp/
69 ダチョウ王国　石岡ファーム 石岡 ダチョウのテーマパーク https://dacho.co.jp/ishioka-farm
70 サミットゴルフクラブ 石岡 ゴルフ場 https://www.summit-golf-club.jp/
71 東筑波ユートピア 石岡 動物園入園券、ぬいぐるみ https://h-yuutopia.com/
72 金乃台カントリークラブ 牛久 ゴルフ場 http://www.kinnodai.com/
73 ステンドグラス工房オクノシオ 牛久 ステンドグラス製作体験 https://oknosio.com/
74 安田果樹園 かすみがうら梨 ぶどう 栗 柿 https://yasuda-fruits.sakura.ne.jp/
75 矢口果樹園 かすみがうら果実、加工品 https://www.yaguchikajuen.com/
76 ショコロンファーム かすみがうら栗、焼き栗、焼き栗ソフトクリーム作り体験 https://www.ichinosawa.jp/
77 つくばわんわんランド つくば 犬・猫のテーマパーク https://wanwan-land.co.jp/
78 筑波山おもてなし館（フォレストアドベンチャー） つくば つくば市物産品・飲食物、アウトドアスポーツ https://ttca.jp/
79 つくば温泉　喜楽里別邸 つくば 温泉施設、お土産 https://www.yurakirari.com/kirari/tsukuba/
80 筑波山ロープウェイ つくば 乗車券 https://www.mt-tsukuba.com/
81 筑波山ケーブルカー つくば 乗車券 https://www.mt-tsukuba.com/
82 こもれび森のイバライド 稲敷 アクティビティ体験 https://www.ibaraido.co.jp/
83 株式会社Musubi  古河 クラシックカー＆プレステージカーツアー https://jitabi.ne.jp/user_data/company_detail.php?id=262

84 エンジェルジップ　スカイスポーツ　つくば 常総 モータパラグライダー体験 https://school.sky-sports.net/index.html
85 石下ボウル 常総 ボウリング・アミューズ・卓球 https://ishigebowl.jp/
86 天然温泉　きぬの湯 常総 温泉施設、お土産 https://www.kinunoyu.com/
87 岩瀬桜川カントリークラブ 桜川 ゴルフ場 http://www.iwasesakuragawa-cc.co.jp
88 常総カントリー倶楽部 坂東 ゴルフ場 https://www.joso-cc.com/
89 茨城県自然博物館 坂東 入場料 https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/
90 坂東ファミリーボウル 坂東 アウトドアスポーツ http://nandk.net
91 御老公の湯境店 境 飲食、施設内利用料金 http://5650-sakai.jp/
92 境町ホッケーフィールド 境 フィールドホッケー場の利用 https://www.sakai-sports.com/hockeyfield
93 境町アーバンスポーツパーク 境 アウトドアスポーツ https://www.sakai-sports.com/urbansportspark
94 SAKAI Tennis Court 2020 境 アウトドアスポーツ https://www.sakai-sports.com/tennis-court2020
95 下館ゴルフ倶楽部 筑西 ゴルフ場 https://shimodate.co.jp/
96 下館パークゴルフ場 筑西 パークゴルフ場 http://www.shimodate.jp/parkgolf.html
97 廣澤美術館 筑西 入場料 http://www.shimodate.jp/hirosawa-museum_of_art.html

98 アート・カフェ・プローレ 筑西 バーベキュー http://www.shimodate.jp/farm-bbq.html
99 ザ・ヒロサワ・シティ・キャンプ場 筑西 キャンプ http://www.shimodate.jp/camp.html

100 広沢農園 筑西 貸農園 http://www.shimodate.jp/farm-top.html
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