
使い方 ①7/23～8/28の土日祝、右記１日乗車券又は、RYDE PASSにて販売しているデジタルチケットを購入
②お出かけの当日、店頭で１日乗車券又は、デジタルチケットを提示すると各施設お得な優待を
　受けられます
※１日乗車券が有効な日のみ利用可能

お得な優待一覧

駅 施設名称 優待内容 備考

寅さん記念館/
山田洋次ミュージアム

料金 山本亭セット

一般 550→450円
児童・生徒 ―※
シルバー 450円

料金 戸定邸　入館料 歴史館　入館料 共通　入館料

一般 250→200円 150→120円 320→250円
高校生・
大学生

100→80円 100→80円 160→120円

料金

大人
小、中学
幼児
（3才～）

業種 フロア 店舗名

グルメ＆フード 1F キーズカフェ

グルメ＆フード 1F ショコラティエ ろまん亭

ファッション 1F シューラルー

サービス 1F ポニークリーニング

サービス 1F 中央コンタクト

サービス 1F 京葉ガスサービスショップ

グルメ＆フード 2F ロイヤルベンガル

サービス 2F にこぱ

詳細

新柴又 団体割引適用

寅さん記念館/
山田洋次ミュージアム ※休館日は、毎月第３火曜日

※山本亭は中学生以下が無料の
為、セット販売がございません。

山本亭 500→400円
300→200円
400円

矢切

松戸市戸定歴史館 団体割引適用 毎週、月曜日は休館日

焼肉 平城苑 割引適用
内容

店内飲食全品5％OFF（テイクアウトを除く）※一部対象外の商品あり

千葉県特産品を取り扱う店舗「メルカート」にて、500円以上購入でドリンクをプレゼント

笑がおの湯 プレゼント
内容

ロゴ入りフェイスタオル1枚プレゼント

東松戸 イデカフェ　東松戸駅店 割引
内容

北国分 道の駅（いちかわ） ドリンクプレゼント
内容

内容

全品10％OFF
※一部対象外の商品あり

イデカフェ
新鎌ヶ谷駅連絡通路
イデカフェ
新鎌ケ谷駅中店
麻布薄皮たい焼き
寛太郎

全品10％OFF　　※一部対象外の商品あり

大町 ありのみコース 団体割引適用

入園料

毎週、月曜日は休園日
1,000→950円
800→750円

500→450円

アクロスモール
（新鎌ケ谷）

優待内容

単品ドリンク1杯50円引き

クレープ・タピオカ・ソフトクリーム20％OFF

ショップ袋無料サービス

Wフレッシュ加工1点無料（会員限定）

ノベルティグッズプレゼント

当日ご相談のお客様へノベルティプレゼント

ソフトドリンク1杯サービス※ご注文時にご提示ください。※他サービスとの併用不可

メダル50枚サービス※お一人様1回限り

※上記施設は、状況に応じて、急遽休業になる可能性がございます。お出かけ前に各施設のHPをご確認頂くよう宜しくお願いいたします。

新鎌ケ谷

イデカフェ　本店

割引
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北総線１日乗車券の

ご提示でお得な優待ざっくざく！
北総線１日乗車券の

ご提示でお得な優待ざっくざく！

新柴又駅～新鎌ヶ谷駅

NEW

NEW



①7/23～8/28の土日祝、右記１日乗車券又は、RYDE PASSにて販売しているデジタルチケットを購入
②お出かけの当日、店頭で１日乗車券又は、デジタルチケットを提示すると各施設お得な優待を受けられます
※１日乗車券が有効な日のみ利用可能

駅 施設名称 優待内容 備考

施設名称 業種 フロア 店舗名

アミューズメント 3F ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ

サービス 3F イオンのほけん相談
アルカサール 飲食 1F 焼肉権助

飲食 1F 牧の原テーブル　レストラン
グッズ 1F 牧の原テーブル　ショップ

ファッション 1F SHOO・LA・RUE

ファッション 1F The Scotch Club

サービス 1F ＆Buddy

サービス 1F 優奏堂

サービス 1F Accuracy Golf Studio

グルメ&フーズ 1F モスバーガー

グルメ&フーズ 1F KEY'S CAFÉ

グルメ&フーズ 2F ジェラフル

インテリア&生活雑貨 1F CouCou

ドリンクプレゼント 乗車券ご提示で、お好きなドリンク1杯プレゼント

詳細

戸神ベイカリー

千葉
ニュータウン

中央

ジョイフル本田 ノベルティプレゼント 税込1,000円以上お買い上げのレシートを、サービスカウンターへお持ちいただくと
ジョイフル本田オリジナルマスキングテープを1つプレゼント

優待内容

イオンモール
（千葉ニュータウン）

ファッション 2F きものやまと 着付けレッスン一回無料券プレゼント

レストラン 1F 仙台牛タン　三代目 文治 お会計より5％OFF

フードコート 3F 揚げ天まる 丼もの・定食ご注文でワンドリンク（小カップ）サービス

ファッション 1F e komo mai 5％OFF　※一部対象外あり

グッズ 2F アイシティ 店頭価格より10％OFF

グッズ 2F JINS お買い上げでノベルティプレゼント※なくなり次第終了

グッズ 3F タイムステーションNEO 税込10,000円以上の腕時計 当店平常価格から20％OFF　※一部除外品あり

フードコート 3F 麺処 花いち ラーメン全品当店平常価格から50円引き

フードコート 3F ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ スモールダブル、レギュラーダブル、トリプルホップ当店平常価格から30円引き

3Fフードコート 王記厨房 税込500円以上お買い上げでソフトドリンク1杯サービス

赤身のにぎり一貫サービス

フードコート 3F ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ 店舗表示価格から5%OFF

サービス 1F QBﾊｳｽ ノベルティプレゼント

メダル10枚+お菓子サービス

サービス 1F セイハ英語学院 ご入会時に英語グッズプレゼント

オリジナルノベルティ1点プレゼント

チョコクランチ or ホームパイ or カラースプレー トッピング無料!

お箸の配布(先着80名様)

※上記施設は、状況に応じて、急遽休業になる可能性がございます。お出かけ前に各施設のHPをご確認頂くよう宜しくお願いいたします。

［期間中スタジオ会員に新規入会・更新手続きされたお客様へ］
次回から利用可能のスタジオレンタル１時間無料サービスチケット進呈（２時間以
上利用時に適用）

平日体験レッスン無料券の提供

商品お買い上げでドリンクＳ(炭酸、ウーロン茶)プレゼント。

全ドリンク対象サイズアップ無料　※ワンサイズの商品は対象外

印西
牧の原

牧の原モア

BIGHOP

お買い物税込4,000円以上された方にオリジナルエコバッグプレゼント

税込22,000円以上のお買い上げで当店ポイントプラス1ポイント進呈

ワンちゃん・ネコちゃんのフードサンプルプレゼント

お会計から10％OFF　※他の割引と併用不可　※ショップ一部対象外商品有り

北総線１日乗車券の

ご提示でお得な優待ざっくざく！

北総線１日乗車券の

ご提示でお得な優待ざっくざく！

千葉ニュータウン中央駅～印西牧の原駅

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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