
駅周辺レンタサイクル 一覧

住所 路線名 駅名 保有台数 利用時間 料金 貸出窓口 問い合わせ先等 電話番号

ひたちなか市
JR常磐線、
ひたちなか海浜鉄道湊線

勝田駅（東口）
17台（うちクロスバイク3
台）

9：00-17：00

随時受付（右記電話番号へ連絡）
クロスバイク1,500円
ママチャリ1,000円
 任意保険料500円

ひたちなかまちづくり（株） TEL：029-353-3181

ひたちなか市 ひたちなか海浜鉄道湊線 那珂湊駅 30台（全て電動）
平日：7：00-19：00
土日祝：8：30-17：30

1日1,000円
保証金　なし（免許証など身元を確認）

那珂湊駅窓口
ひたちなか海浜鉄道（株）
那珂湊駅

TEL：029-262-2361

水戸市 JR常磐線 水戸駅（南口）

33台
（普通自転車19台、
 子供用9台、
 電動アシスト5台）

9：00-18：00
普通自転車1回500円
電動アシスト付き自転車1回1,000円

水戸駅南口東棟自転車等駐車
場窓口

水戸観光コンベンション協会 TEL：029-224-0441

水戸市 JR常磐線 水戸駅（北口）
19台
（電動アシスト：19台）

9：00-18：00 電動アシスト付き自転車1回1,000円
水戸駅北口地下自転車等駐車
場窓口

水戸観光コンベンション協会 TEL：029-224-0441

土浦市 JR常磐線 土浦駅
33台
（大人用28台、
 子供用5台）

9：00-17：00
クロス1,000円/1日
シティ・ジュニア500円/1日
保証金 1,000円（返却時に返金します）

土浦まちかど蔵「大徳」 土浦市観光協会 TEL：029-824-2810

土浦市 JR常磐線 土浦駅 約70台
平日：10：30-19：30
土日祝：10：00-19：30

2,000円～4,500円/1台
保証金 1,000円（時間内に返却の際返金します）

ル・サイク土浦店
（りんりんスクエア土浦内）

土浦市 JR常磐線 土浦駅 約100台　→　168台
9：00-16：00
（りんりんスクエア土浦のみ10：30～）

2,000円～4,000円/1台1日
りんりんポート土浦
土浦まちかど蔵「大徳」
りんりんスクエア土浦

ラクスマリーナ
（RingRing広域レンタサイクル）

TEL：029-822-2437

土浦市 JR常磐線 土浦駅 約40台 5：00-翌1：00 200円/15分（上限3,000円/24時間毎）
りんりんスクエア土浦　B1F（無
人レンタル）

HELLO CYCLINGお客様サポー
ト窓口
※専用アプリ（ハローサイクリン
グ）にて登録が必要。

TEL：044-385-9048

石岡市 JR常磐線 石岡駅 5台 9：00-16：30（11～2月は15：30） 1回300円 石岡市観光案内所 TEL：0299-24-5001

石岡市 JR常磐線 石岡駅 4台 10：30-17：00（11～2月は16：00） 1回300円 まち蔵　藍 TEL：0299-23-8723

笠間市 JR水戸線 笠間駅 20台（電動） 8：30-17：00
最初の1時間以内300円
1時間超～30分ごとに100円
（当日上限1,500円）

（一社）笠間観光協会
笠間駅前観光案内所

TEL：0296-72-9222
TEL：0296-72-1212
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笠間市 JR水戸線 笠間駅

5台（電動）
※市内専用ポートに自由
に返却ができるため増減
があります。

8：30-17：00
※返却は17：00以降もできます。

最初の1時間以内300円
1時間超～30分ごとに100円
（当日上限1,500円）
※Webもしくはアプリで利用登録・予約が必要です。

（一社）笠間観光協会 TEL：0296-72-9222

笠間市
JR常磐線、
JR水戸線

友部駅（北口）

5台（電動）
※市内専用ポートに自由
に返却ができるため増減
があります。

8：30-17：00
※返却は17：00以降もできます。

最初の1時間以内300円
1時間超～30分ごとに100円
（当日上限1,500円）
※Webもしくはアプリで利用登録・予約が必要です。

(一社）笠間観光協会 TEL：0296-72-9222

筑西市
JR水戸線、
関東鉄道常総線、
真岡鐵道真岡線

下館駅
電動アシスト4台
※返却場所が自由のた
め、日によって変動あり。

24時間 15分60円（12時間500円） 筑西市役所都市整備課 TEL：0296-20-1181

筑西市 関東鉄道常総線 黒子駅
電動アシスト2台
※返却場所が自由のた
め、日によって変動あり。

24時間 15分60円（12時間500円） 筑西市役所都市整備課 TEL：0296-20-1181

つくば市 つくばエクスプレス線 つくば駅 30台

9：00-17：00

※貸出受付は15：00まで
※12/29～1/3は、貸出休止

1日間大人（中学生以上）500円、
2日間大人1,000円
※子ども（小学生以下）は半額

つくば総合インフォメーションセ
ンター（BiViつくば1階）

つくば市サイクルコミュニティ推
進室

TEL：029-883-1111

つくば市 つくばエクスプレス線 つくば駅 ７台（標準台数） 24時間 77円/15分毎
※上限1,500円/８時間毎

つくば駅（つくば中央公園）サイ
クルステーション

つくば市サイクルコミュニティ推
進室

TEL：029-883-1111

つくば市 つくばエクスプレス線 研究学園駅 ７台（標準台数） 24時間 77円/15分毎
※上限1,500円/８時間毎

研究学園駅サイクルステーショ
ン

つくば市サイクルコミュニティ推
進室

TEL：029-883-1111

常総市 関東鉄道常総線 水海道駅 5台 8：00-18：00 無料 水海道駅窓口 関東鉄道（株）水海道駅 TEL：0297-22-0453

常総市 関東鉄道常総線 水海道駅 3台 10：00-17：30 無料 いおり庵 常総市役所商工観光課 0297-23-2111

常総市 関東鉄道常総線 水海道駅 2台 24時間貸出可能 無料 水海道第一ホテル 常総市役所商工観光課 0297-23-2111

常総市 関東鉄道常総線 水海道駅 2台 24時間貸出可能 無料 ホテルルートイン　水海道駅前 常総市役所商工観光課 0297-23-2111



駅周辺レンタサイクル 一覧

住所 路線名 駅名 保有台数 利用時間 料金 貸出窓口 問い合わせ先等 電話番号

常総市 関東鉄道常総線 石下駅 2台 8：00-17：00 無料 中沢自転車預かり所 常総市役所商工観光課 0297-23-2111

常総市 関東鉄道常総線 石下駅 2台 8：00-18：00 無料 つくばタウンホテル 常総市役所商工観光課 0297-23-2111

下妻市 関東鉄道常総線 下妻駅 5台 8：00-18：00 無料 下妻駅窓口 関東鉄道（株）下妻駅 TEL：0296-44-2659

下妻市 関東鉄道常総線 下妻駅

8台
（※市内公共施設等10カ
所でも乗り降りできるため
台数は増減します）

7：00-21：00 無料（100円デポジット方式） 下妻市役所都市整備課 TEL：0296-43-2111

龍ケ崎市 JR常磐線 龍ケ崎市駅 ６台 6：30-19：30 1日300円 シルバー人材センター TEL：0297-64-3641

龍ヶ崎市 関東鉄道竜ヶ崎線 竜ヶ崎駅 4台 8：30-18：00 無料 竜ヶ崎駅窓口 関東鉄道（株）竜ヶ崎駅 TEL：0297-62-2152

桜川市 JR水戸線 岩瀬駅

ギア付きシティサイクル
大人用：5台
子供用：2台
クロスバイク
3台
ミニベロ
3台

9：00-17：00
（貸出日の17：00までに返却）
【休業日】お盆・年末年始

大人用（中学生以上）：1台600円（1日）
子ども用：1台500円（1日）

髙砂旅館
（桜川市岩瀬174）
電話予約：0296-75-2165

桜川市観光協会
（桜川市役所商工観光課内）

TEL：0296-55-1159

結城市 JR水戸線 結城駅
大人13台
子ども3台

7：30-19：30
※11月～2月は7：30-17：00　　　　　※
貸出受付は15:00まで（通年）

1回500円
結城市観光協会事務局
（結城市役所商工観光課内）

TEL：0296-34-0421

大子町 JR水郡線 常陸大子駅
大人用：15台
子供用：3台

8：30-17：00 無料
大子町観光協会（文化福祉会館
まいん内）

大子町観光協会 TEL：0295-72-0285

常陸太田市 JR水郡線 常陸太田駅 3台 9：00-16：30
4時間以内（半日）300円
4時間超～6時間400円
6時間超（1日）500円

一般社団法人
常陸太田市観光物産協会

TEL：0294-72-8194
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古河市 JR東北本線 古河駅 5台
4月～9月 9：00-17：00
10月～3月 9：00-16：00

無料 お休み処　坂長 古河市役所商工観光課 TEL：0280-22-5111

潮来市 JR鹿島線 潮来駅 7台
9：30-17：00
（定休日：火曜日）

1台1000円/日 水郷潮来観光協会 TEL：0299-63-3154

大洗町
鹿島臨海鉄道大洗鹿島
線

大洗駅

電動アシスト自転車　15
台

E-bike　4台

9：00-17：30

電動アシスト自転車：1日（1回）　1,000円

Ｅ-bike：2時間：￥1,000、4時間：￥1,500、1日：
￥2,500
※延長：30分ごとに＋200円

うみまちテラス
（大洗駅隣接）

うみまちテラス TEL：029-352-2715

鉾田市
鹿島臨海鉄道大洗鹿島
線

涸沼駅
12台
※2台は電動アシスト付き

9：00-15：00
16：00までに返却

1台1回200円
※電動アシスト付き自転車は1台1,000円

涸沼観光センター 涸沼観光センター TEL：0291-37-0478

鹿嶋市
JR鹿島線,鹿島臨海鉄道
大洗鹿島線

鹿島神宮駅 7台
平日　　9：00～16:00
土日祝　9：00～15：00

普通車 700円／１日
電動アシスト付自転車　1,000円／1日

鹿嶋市観光案内所
（鹿島神宮駅構内）

鹿嶋市観光協会 TEL：0299－82－7730

高萩市 常磐線高萩駅 高萩駅 3台 10:00-18:00
4時間以内（半日）300円
6時間以内400円
6時間超（1日）500円

(一社)高萩市観光協会メモリア (一社)高萩市観光協会 TEL:0293-23-2121


