
関東の地域鉄道
「全国旅行支援」

クーポン情報

※各社とも車内換気、除菌・抗菌作業や社員のマスク着用、
お客様へのマスクの着用のお願い、駅施設等でのソー
シャルディスタンスの実施、検温等を実施するなど、安
心してご利用いただけるようコロナ対策に取り組んでお
ります。また、ご利用される皆さまにもコロナ感染拡大
防止にご協力をお願いします。

☆全国旅行支援で配布されているクーポン券を利用出来る
関東の地域鉄道及び関係施設の情報を公開しています。
全国旅行支援をご利用の際は、みりょくある関東の地域
鉄道を是非ご利用ください。
関東の地域鉄道情報については下記のとおり掲載してい
ます。
【関東運輸局HP⇒鉄道⇒みりょくある関東の地域鉄道

⇒関東の地域鉄道お出かけガイド】
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/tetudou/tiiki_tetudou/odekake_guide/index_odekake.html

※各地域鉄道及び関係施設のお薦め商品については、数に
限りのあるものもあり、売り切れとなる場合もございま
すので予めご了承下さい。

【注意点等】

※全国旅行支援に係る各県の補助事業については、各公式
ホームページ等で内容を確認の上、ご利用ください。
適用には期間・条件がありますのでご注意願います。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/tetudou/tiiki_tetudou/odekake_guide/index_odekake.html


全国旅行支援 クーポン利用例

いば旅あんしん割
地域応援クーポン

お土産等

お薦め商品 BEST３
利用場所 第１位 第２位 第３位

大洗駅売店 鉄印帳・鉄印
（2,500円）

鹿島臨海鉄道×ガールズ＆パンツァー
アクリルスタンド
（1,200円）

鹿島産蒸はまぐり
（1,550円）

商品の詳細はこちら⇒https://www.rintetsu.co.jp/

鹿島臨海鉄道株式会社

https://www.rintetsu.co.jp/


全国旅行支援 クーポン利用例

いちご一会とちぎ旅クーポン 鉄道グッズ・旅行商品

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

通洞駅 鉄印帳（2,500円～） 鉄印帳ショルダー
（2,100円）

ハシ鉄（840円）

足尾駅 鉄印帳（2,500円～） 鉄印帳ショルダー
（2,100円）

ハシ鉄（840円）

商品の詳細はこちら⇒ https://watetsu.com/

全国旅行支援 クーポン利用例

愛郷ぐんま全国割
群馬県地域限定旅行クーポン

鉄道グッズ・旅行商品・食事

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

大間々駅 鉄印帳
（2,500円～）

鉄印帳スタンド
（1,990円）

鉄印帳ポーチ
（1,250円）

列車のレストラン清流 やまと豚弁当
（1,100円）

トロッコ弁当
（1,000円）

舞茸ご飯定食
（1,250円）

食事の詳細はこちら⇒https://watetsu.com/sightseeing/seiryu.php

わたらせ渓谷鐵道株式会社

https://watetsu.com/
https://watetsu.com/sightseeing/seiryu.php


全国旅行支援 クーポン利用例

いちご一会とちぎ旅
クーポン

グッズ販売・一部の割引乗車券

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

新藤原駅 鉄印帳記帳
（300円）

鉄道娘クリアファイル
（330円）

駅名キーホルダ
（550円）

龍王峡駅 駅名キーホルダ
（550円）

やがぴぃマスコット
（550円）

鉄道娘クリアファイル
（330円）

川治湯元駅 駅名キーホルダ
（550円）

鉄道娘クリアファイル
（330円）

やがぴぃマスコット
（550円）

湯西川温泉駅 鉄印帳記帳
（300円）

鉄道娘クリアファイル
（330円）

駅名キーホルダ
（550円）

上三依塩原
温泉口駅

鉄道娘クリアファイル
（330円）

駅名キーホルダ
（550円）

コースター
（650円）

商品の詳細はこちら⇒http://www.yagan.co.jp/information/0000000799/detail.html

野岩鉄道株式会社

http://www.yagan.co.jp/information/0000000799/detail.html


全国旅行支援 クーポン利用例

愛郷ぐんま全国割
群馬県地域限定旅行クーポン

グッズ販売

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

赤城駅 ハンカチ（510円） ウテレチバッジ（510円） 乗務員手帳（1020円）

商品の詳細はこちら⇒ https://jomorailway.com/cart/cart.cgi

上毛電気鉄道株式会社

真岡鐵道株式会社

全国旅行支援 利用場所 クーポン利用例

いちご一会とちぎ旅
クーポン

真岡駅売店
SLｷｭｰﾛｸ館

お土産、SLグッズ等

鉄道事業者の詳細はこちら⇒ https://www.moka-railway.co.jp/

https://jomorailway.com/cart/cart.cgi?sid=
https://www.moka-railway.co.jp/


全国旅行支援 クーポン利用例

旅して！埼玉割地域観光クーポン 売店・お食事・乗車券・入園券等

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

ちちてつ長瀞駅売店 秩父の特産品類 地酒類 SLグッズ

有隣倶楽部 旬の膳 鴨すき御膳 鮎姫

ガーデンハウス有隣 天ざるそば わらじカツ丼 炙り豚味噌丼

長瀞ラインくだり ラインくだり お土産 －

宝登山ロープウェイ はさめるマグネット オリジナルフェイスタオル クリアファイル

宝登山小動物公園 モルモットのぬいぐるみ ふくろうのぬいぐるみ オリジナル
ティッシュカバー

有隣倶楽部の詳細はこちら⇒https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/yurinclub.html

ガーデンハウス有隣の詳細はこちら⇒https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/g-yurin.html

長瀞ラインくだりの詳細はこちら⇒https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/boat.html

宝登山ロープウェイの詳細はこちら⇒https://hodosan-ropeway.co.jp/

宝登山小動物公園の詳細はこちら⇒https://hodosan-ropeway.co.jp/zoo/

秩父鉄道株式会社

https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/yurinclub.html
https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/g-yurin.html
https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/boat.html
https://hodosan-ropeway.co.jp/
https://hodosan-ropeway.co.jp/zoo/


全国旅行支援 クーポン利用例等

いざ、神奈川！地域クーポン 一部の割引乗車券（電子のみ）

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

箱根湯本駅
強羅駅
早雲山駅

箱根フリーパス
2日間用
5000円

登山電車・ロープウェイ
「大涌谷きっぷ」
3700円

箱根登山電車1日
乗車券
「のんびりきっぷ」
1580円

乗車券の詳細はこちら⇒https://www.hakonenavi.jp/transportation/ticket/

のんびりきっぷ

大涌谷きっぷ

箱根登山鉄道株式会社

箱根フリーパス

https://www.hakonenavi.jp/topic/3845/
https://www.hakonenavi.jp/transportation/ticket/
https://www.hakonenavi.jp/topic/3845/
https://www.hakonenavi.jp/topic/3845/


商品の詳細はこちら⇒https://www.choshi-dentetsu.jp/

全国旅行支援 クーポン利用例

千葉とく旅キャンペーン地域限定クーポン ぬれ煎餅、まずい棒などの商品購入

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

犬吠駅売店
仲ノ町駅売店
ぬれ煎餅駅
（お土産売店）

ぬれ煎餅 （500円） まずい棒 （410円） チキンカレー （540円）

銚子電気鉄道株式会社

https://www.choshi-dentetsu.jp/


乗車券等の詳細はこちら⇒https://www.fujikyu-railway.jp/ticket/

富士山麓電気鉄道株式会社

全国旅行支援 利用場所 クーポン利用例等

やまなしグリーン・ゾーン
旅割クーポン

大月駅
富士山駅
河口湖駅

窓口販売グッズ・
企画乗車券等

お薦め商品

【大月発】お得な日帰り旅行商品
・富士急ハイランドフリーパス付往復鉄道乗車券

7600円（支援対象） ⇒ 4560円（割引後）
・河口湖満喫！Rクーポン付往復鉄道乗車券

5400円（支援対象） ⇒ 3240円（割引後）

https://www.fujikyu-railway.jp/ticket/
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=716
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=716
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=717
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=717
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=716
https://www.fujikyu-railway.jp/news/info.php?no=717


全国旅行支援 クーポン利用例等

今こそしずおか元気旅
地域クーポン

・通常乗車券（片道乗車券・往復乗車券）
※連絡乗車券は利用不可
・企画乗車券（いずっぱこ満喫1DAYフリーパス 2022-2023、
切符旅助け、湯ったりきっぷ、
伊豆ドリームパス富士見路、伊豆・三津シーパラダイスセッ
ト券、虹の郷セット券他）
・鉄道グッズ※記念乗車券は不可

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

駿豆線有人各駅
（三島駅
三島広小路駅
大場駅
伊豆長岡駅
修善寺駅）

１日乗り放題乗車券
「旅助け」
（1040円）

鉄道グッズ各種 －

商品等の詳細はこちら⇒http://www.izuhakone.co.jp/railway/20818/index.html/

伊豆箱根鉄道株式会社

http://www.izuhakone.co.jp/railway/20818/index.html/


全国旅行支援 クーポン利用例等

福島県観光特典クーポン 自社企画乗車券
小売り（お土産等）

お薦め商品 BEST３

利用場所 第１位 第２位 第３位

湯野上温泉駅 大内宿共通割引きっぷ
(大人2,200円、小人1,100円)

－ －

湯野上温泉駅内売店 くるみようかん － －

会津下郷駅 中学生応援きっぷ － －

会津田島駅 大内宿共通割引きっぷ
(大人2,200円、小人1,100円)

－ －

やまびこ売店（会津田島駅） 自社オリジナルグッズ － －

会津高原尾瀬口駅 大内宿共通割引きっぷ
(大人2,200円、小人1,100円)

－ －

芦ノ牧温泉駅 大内宿共通割引きっぷ
(大人2,200円、小人1,100円)

－ －

芦ノ牧温泉駅売店 らぶ駅長グッズ － －

西若松駅 大内宿共通割引きっぷ
(大人2,200円、小人1,100円)

－ －

乗車券等の詳細はこちら⇒http://www.aizutetsudo.jp/

会津鉄道株式会社

http://www.aizutetsudo.jp/

