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第1部

関鉄・駅長さんおすすめ!!

2020年2020年 2021年2021年

引換締切：第1部 2021年1月31日（日）

→スタンプをお店に呈示
最寄り駅でスタンプを押印

特典
サービス
関東鉄道株式会社 総務部 おいしいラーメン開拓キャンペーン係 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。

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

特 典

1
特 典

2

非売品

お問合せ

竜鉄コロッケ☆フリーきっぷ

■ご利用日　全日
■有効期間　ご利用開始日当日のみ
■発 売 日　ご利用開始日当日
■運　　賃　[大人] 500円
　　　　　　（小人用の設定はございません。）

龍ヶ崎コロッケの150円割引券の
ついた竜ヶ崎線フリーきっぷです。
線内ならば一日中どの駅でも乗り
降りできるお得なきっぷです。

新取手駅 王道家

12月19日（土）～12月19日（土）～ 1月24日（日）1月24日（日）

稲戸井駅 久兵衛取手店

中華そば つけ麺 魚介の達人

新守谷駅
ラーメンショップ

新守谷店 石下駅
食堂くらた

タカス
竜ヶ崎駅

下妻駅 めんや 暁

麵屋壱心入地駅

黒子駅 滝田食堂

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
最寄り駅のスタンプ+店舗のスタンプ3セットを集めアンケートにご記入いただくと

最寄り駅のスタンプ+店舗のスタンプ5セットを集めアンケートにご記入いただくと
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

麵屋あおい下館駅 新華餃子会館下館駅

景品引換時にフリーきっぷ呈示で最寄り駅と店舗のスタンプ1セットサービス。
フリーきっぷは、実施期間内に使用したものに限ります。本キャンペーンに関する
Twitter投稿で、景品交換時（駅で呈示）、オリジナル缶バッジプレゼント!

※第1部未引換の場合、第2部チラシのスタンプと合算できます。 （第2部引換締切：2021年3月7日㈰）

常総線1日フリーきっぷ
ラーメンスタンプラリーに、たいへん便利!

※ご好評につき親子割引実施中!
線内ならば1日中どの駅でも
乗り降りできる便利なきっぷ
です。 見 本 見 本
■ご利用日　土曜日・日曜日・祝日・
　　　　　　11月13日(茨城県民の日)
　　　　　　および年末年始期
　　　　　　　(12月29日～1月3日）
■有効期間　当日のみ
■発 売 日　有効開始日の7日前から
■運　　賃　[大人] 1,500円　[小人] 750円

冬のお出かけ！キャンペーン』開催につき
2020年12月19日（土）～2021年2月28日（日）の期間は「常総線一日フリーきっぷ」が大人1,400円で、
「竜鉄☆コロッケフリーきっぷ」が大人450円で、毎日ご利用いただけます。

冬のお出かけ！キャンペーン』開催につき
2020年12月19日（土）～2021年2月28日（日）の期間は「常総線一日フリーきっぷ」が大人1,400円で、
「竜鉄☆コロッケフリーきっぷ」が大人450円で、毎日ご利用いただけます。



3駅・3店もしくは5駅・5店集まったら
このチラシを持って交換駅へGO!

関東鉄道オリジナル箸
又はオリジナルレンゲと交換

交換駅までの費用は、お客様のご負担となります。

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　　 　】

※駅及びラーメン店のスタンプは対にな
る1駅につき1店舗のみ有効です。※同じ
ラーメン店の複数押印は無効となります。

参加の流れ

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

※ラーメン店最寄り駅のみ

※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。※台紙（チラシ）1枚につき関東鉄道オリジナル箸又は関東鉄道オリジナルレンゲどちらか1つをプレゼント。
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新取手駅最寄り駅 王道家
おすすめ／ラーメン　700円
鶏と豚骨から出汁を採った醤油豚骨スープで、麺は自家製による中太麺。トッピング
には、自家製の味付けが特徴の三種類のネギがおすすめです。幅広い年代に支持され
る代表的な人気店の味は伊達じゃない。

TEL.0297-79-6007
住　所／取手市寺田4988
時　間／10:45～15:00、18:00～23:00 ※土曜日は10:45～23:00、日曜日は10:45～22:00
定休日／月曜日　
駅からの所要時間／新取手駅から徒歩10分

特 典 ／煮玉子1個サービス

参加店舗
※地図内の★がお店です。※お店の営業時間及び
定休日は予告なく変更される場合があります。
年末年始の営業日時は各店舗へお問い合わせく
ださい。各店舗の特典サービスは、お店の都合
により変更となる場合があります。

タカス 麵屋壱心

おすすめ／濃厚つけ麺　800円
濃厚つけ麺は、看板メニュー。極太で、コシが強く醤油ベースの濃厚スープが麺によく絡
みます。普通盛りでたっぷり300ｇ。濃厚ラーメン、こってり背脂そばも人気。トマトつ
け麺などの変わり種もあります。

特 典 ／煮卵または大盛りサービス（選択）
TEL.0297-78-5757
住　所／取手市米ノ井167‐28
時　間／11:00～21:30（L.O.）
定休日／木曜日
駅からの所要時間／稲戸井駅から徒歩6分

稲戸井駅最寄り駅 中華そばつけ麺 魚介の達人 久兵衛取手店

新守谷駅

おすすめ／ネギチャーシュー麺　910円

TEL.0297-48-3633
住　所／守谷市御所ケ丘1‐4‐2
時　間／11:00～23:00（L.O.）
定休日／無休
駅からの所要時間／新守谷駅から徒歩2分

じっくり丁寧に煮込んだ背脂入りとんこつスープなのにあっさりしていて、においも
無い。もちもちとしたストレート麺を使用し、“うまい、安い、早い”さらに質も高いと
四拍子揃ったお店です。

ラーメンショップ新守谷店最寄り駅

特 典 ／トッピング100円分サービス

おすすめ／つけ麺　800円　　
魚介のだしで豚骨醤油ベースのスープ。もちもちした太平打ち麺にスープがからまり
絶品です。自家製の釜焼チャーシューも絶品。平日ランチは大盛り。糖質オフの麺もあ
ります(男性+50円、女性は無料！)。

特 典 ／トッピング100円分サービス
TEL.0296-43-9885
住　所／下妻市小島886
時　間／11:30～14:00、18:00～21:30（L.O.）
定休日／水曜日　
駅からの所要時間／下妻駅からレンタサイクル６分

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

おすすめ／特製ニンニク入りタカスラーメン　600円　　
鶏ガラ、豚骨、煮干し、こんぶ、野菜から出汁を採った醤油味のスープで、国産ニンニク
を使用し、当店独自の製法でまろやかに仕上げました。女性にも好評。創業50年の老舗
です。

特 典 ／アイスドリンク1杯サービス
TEL.0297-62-2383
住　所／龍ケ崎市米町4026
時　間／11:00～14:30
定休日／日曜日、水曜日、不定休あり　
駅からの所要時間／竜ヶ崎駅から徒歩4分

おすすめ／蛤そば（数量限定）　900円　　
蛤と鶏のだしをふんだんに使用した塩味スープ。黒トリュフソースを混ぜるとトリュフ
の香り豊かなスープになり味変が楽しめます。蛤とトリュフの相性はバツグン♡麺は喉
ごしが良くコシもある菅野製麺所特製ストレート麺。醤油味の蛤そばもおススメです。

特 典 ／味玉1個サービス
TEL.0297-63-5551
住　所／龍ケ崎市南中島町68‐12
時　間／11:30～14:30、17:00～21:00　※月曜日は昼のみ営
業定休日／火曜日　
駅からの所要時間／入地駅から紅葉内住宅前バス停徒歩２分

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 ／50円引き
TEL.0296-22-2591
住　所／筑西市丙102
時　間／12:00～14:00、17:00～20:00
定休日／日曜日、祝日、水曜日　
駅からの所要時間／下館駅から徒歩10分

下妻駅 めんや 暁最寄り駅

下館駅最寄り駅

竜ヶ崎駅最寄り駅

下館駅最寄り駅

入地駅最寄り駅

特 典 ／自家製チャーシュー1枚サービス

食堂くらた
おすすめ／タンメン　６２０円
豚骨と鶏ガラを煮込んで血抜きし、さら煮込んだ澄んだスープなので、くせがなくあっさ
りしていて食べやすい。豊富な野菜が、たっぷり入っています。ホルモン焼きのたれや焼
きそばのソース、餃子は自家製です。

TEL.0297-42-2532
住　所／常総市本石下63
時　間／11:00～13:30、17:30～21:00
定休日／火曜日　
駅からの所要時間／石下駅から徒歩4分

石下駅最寄り駅

石下駅入口
交差点

石下駅前
交差点

石
下

特 典 ／大盛無料

滝田食堂
おすすめ／ラーメン　550円
醤油鶏がらスープの中華蕎麦で、チャーシュー、なると、ネギ、しなちく、海苔が入った
昭和をほうふつとさせる懐かしい味です。麺は、もちもち食感の卵麺。お新香付きで
す。

TEL.0296-37-2231
住　所／筑西市黒子197
時　間／11:30～18:00
定休日／不定休　
駅からの所要時間／黒子駅から徒歩3分

黒子駅最寄り駅

黒子
交差点

黒
子

ラーメン店のスタンプを
押してもらう

麵屋あおい 新華餃子会館

キリトリ線

✂ ✂

関鉄・駅長さんおすすめ!!

最寄り駅のスタンプ+店舗のスタンプを3セット集めると関東鉄
道オリジナル箸を、最寄り駅のスタンプ+店舗のスタンプを5セッ
ト集めると関東鉄道オリジナルレンゲを、交換駅（守谷駅・水海道
駅・下妻駅・竜ヶ崎駅）でプレゼント。引換時にフリーきっぷ呈示で
最寄り駅と店舗のスタンプ1セットサービス。本キャンペーンに関す
るTwitter投稿（交換駅で呈示）でオリジナル缶バッジプレゼント。
※第2部と合算の場合はそれぞれのチラシをお持ちください。

第1部

竜 ヶ 崎
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入　地
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紅葉内住宅前

下  館

南口
ロータリー


