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両国駅だけでなく、本千葉駅・東千葉駅からも、
自転車を解体することなく乗車できるようになりました！！
2019 年 3 月～2019 年 6 月出発分
B.B.BASE の運転スケジュールおよび旅行商品等について
●3 月以降、停車駅を見直し、B.B.BASE が出発する両国駅のほか、本千葉駅・東千葉駅において
も自転車を解体することなく、そのまま愛車と一緒にご乗車いただけるようになりました！
●3 月の期間限定（24 日まで）で、B.B.BASE 車内にて千葉県の銘菓をご提供いたします！
●春のライドを思う存分お楽しみいただくため、各方面で現地イベント（現地発のガイドツアー等）を
充実（全 10 コース）させました！

１ B.B.BASE の運転日
運転日・時刻表
週末に、内房線・外房線・成田線・総武本線の各方面へ運転します。
※なお、停車駅の見直しに伴い、津田沼駅・千葉駅には停車いたしませんのでご注意ください。

２ びゅう旅行商品
B.B.BASE は引き続き、インターネット予約サイトまたは、びゅうプラザのみで発売いたします。日帰り
コース（往復 B.B.BASE 利用）に加え、自由にサイクリングプランを立てていただけるように片道のみ
（往路または復路）B.B.BASE を利用するコースもご用意いたしております。愛車とともに、房総を駆
け巡る旅をお楽しみください。
（1） 発売日
2019 年 2 月 1 日（金） 14：00～
※ご出発日前日まで購入可能（ネット予約：18 時まで、びゅうプラザ各店舗：営業時間内）

（2） 変更点等
お客さまからのご要望にお応えして、千葉県内から自転車を解体せずにそのまま

（パンフレットイメージ）

乗降できる本千葉駅・東千葉駅に停車いたします。
・ B.B.BASE 内房・外房コース 両国 ⇒ 「本千葉」 ⇒ 各目的地へ
・ B.B.BASE 佐原・銚子コース 両国 ⇒ 「東千葉」 ⇒ 各目的地へ
３ 期間限定で千葉県の銘菓をご提供

（びわゼリー）

ちばプロモーション協議会と連携し、B.B.BASE の車内にて、千葉県内の各
地域の銘菓をご提供いたします（お一人様２種類。銘菓の種類は各日異なり、
内容は当日のお楽しみ）。また、４号車のイベントカーでは、各地域の観光パン

（頼朝あんぱん）

フレットを取り揃えておりますので、ぜひお手に取っていただき、現地のサイクリング
をお楽しみください。
（千葉県マスコット
キャラクター
チーバくん）

期間：2019 年３月２日（土）～24 日（日）

４ 現地イベント一覧（ガイドツアー等）

（ちいずさぶれ）

（海と太陽のレモン

※各イベント料金には、B.B.BASE の旅行代金は含まれておりません。

レモンラスク）

現地でのサイクリングをよりお楽しみいただけるよう、地域の皆さまやサイクリストと連携し、グルメ・景勝
地・パワースポットといった各地の特色と、サイクルショップ・アニメといった様々なコンテンツがコラボした魅
力的なイベントが盛りだくさん！お申込み等詳細は、B.B.BASE 専用 HP・パンフレットをご覧ください。
【一例】
<新緑のパワースポット東国三社参り> 【B.B.BASE 佐原】
い き す

現地ガイドと一緒に、神栖市にある息栖 神社をはじめ、江戸時代に流行した東国三社
（鹿島神宮・香取神宮・息栖神社）参り！マスコミに紹介され大人気となった「東国三社
お守り」をゲットでき、絶品イタリアンやご当地ジュースも味わえます。
日

程：2019 年 5 月 26 日（日）

料

金：4,300 円(昼食・記念品・旅行傷害保険付)

お問い合わせ：イオンコンパス株式会社 043-350-3612（月～金 9：30～17：00 のみ）
ご

予

約：http://www.order.aeon-tabi.com/DJ/TourDetail.aspx?tc=M5BX11000002

<外房サイクルサポーターズ×B.B.BASE いすみ美食 RIDE> 【B.B.BASE 外房】
現地ガイドと一緒に、里山の景色と美食を味わうライドツアー。
いすみ市の美食とプチスイーツで満腹大満足の一日です。
日

程：2019 年 6 月 1 日（土）

料

金：4,800 円(昼食・旅行傷害保険付)

お問い合わせ：タカサキトラベル 0470-86-3939（平日 9：00～17：00 受付）
ご

予

約：https://www.sotobo-cycle.com/cycle-link-1

【一覧】
＜ガイドツアー＞

開催日
3月2日（土）
3日（日）

イベント名

B.B.BASE

内房

特徴

内房編）アニメ「ろんぐらいだぁす！」
原作者と行く！BOSO LONG RIDE

料金

定員

①日帰り

①日帰り

アニメ「ろんぐらいだぁす！」の原作者・三宅大志先生、パカさん役
の声優・東城咲耶子さんと、内房を巡るロングライドを敢行！

10,000円
②宿泊
25,000円

3月9日（土）

3月23日（土）

外房

内房

佐原

30名

河津桜咲く官軍塚公園で、一足早く春を先取り！ガイド付きでサイク

春先取りの花見旅！

リングを楽しみながら、誕生寺・遠見岬神社・妙海寺などパワー

SOTOBO-SAKURIDE

4,000円

20名

2,500円

20名

5,400円

20名

4,000円

20名

4,300円

30名

4,800円

20名

スポットをめぐります。

旬の海鮮を頬張る！

サイクルウェアを知り尽くした各ブランドのスタッフと一緒に、爽快

サイクルアパレルブランドと行く

感溢れる海沿いのサイクルロードをめぐるガイドツアー。新鮮な海の

春のBOSO BBQ RIDE

3月30日（土）

30名
②宿泊

幸をBBQで味わえ、房総の春を満喫できます。
現地ガイドと一緒に“小江戸”佐原の街並みと霞ヶ浦りんりんロードを

SAWARIDE

堪能できる欲張りツアー！ご当地グルメのBBQを味わいながら、

feat.PLAYatré TSUCHIURA

サイクリングリゾート、PLAYatré TSUCHIURAを目指します。
大波月、鵜原理想郷など千葉県の秘境をめぐるガイド付き

4月21日（日）

外房

まだ見ぬ絶景！SOTOBO-秘境RIDE

ライドツアー。創業昭和43年、最近リニューアルした食宿“御宿海楽”
で絶品料理に舌鼓。
現地ガイドと一緒に、江戸時代に流行した東国三社（鹿島神宮・香取

5月26日（日）

佐原

新緑のパワースポット東国三社参り

神宮・息栖神社）参り！大人気の「東国三社お守り」をゲットでき、
絶品イタリアンやご当地ジュースも味わえます。

6月1日（土）

外房

現地ガイドと一緒に、里山の景色を味わいつくすライドツアー。

いすみ美食RIDE

いすみ市の美食とプチスイーツで満腹大満足の一日です。

①日帰り
6月15日（土）
16日（日）

外房

外房編）アニメ「ろんぐらいだぁす！」
原作者と行く！BOSO LONG RIDE

アニメ「ろんぐらいだぁす！」の原作者・三宅大志先生、パカさん役
の声優・東城咲耶子さんと、外房を巡るロングライドを敢行！

10,000円
②宿泊
25,000円

①日帰り
30名
②宿泊
30名

＜サイクリングイベント＞

キャラクター好きサイクリストのためのサイクルイベントとして、
4月20日（土）

外房

キャラクターエンデューロ2019in茂原

キャラクターエンデューロ2019in茂原の開催が決定！B.B.BASE外房
を利用すれば、会場近くまで快適にお越しいただけます！

詳細は、イベント公式HP
をご覧ください。

＜アプリ活用イベント＞
4月13日（土）
14日（日）
5月3日（金・祝）

銚子

4日（土・祝）

「ツール・ド」× 銚子
春の銚子サイクリング

定員なし

春の銚子を満喫！サイクリングアプリ「ツール・ド」を使って銚子
サイクリングをお楽しみください！「ツール・ド」を使って完走した

無料

方にはアプリ上で特別記念バッジを贈呈します。

5日（日・祝）

予告

サイクリング大会等にあわせたアクセスツアーの運行
大会参加には便利な B.B.BASE アクセスツアーをご利用ください。
① 銚子イイ！グルメライド ～走る！食べる！映える！～
各スポットで銚子の食を味わいながら絶景をめぐるグルメライドです！
日 程：2019 年 5 月 25 日（土）
詳 細：http://www.tour-de-nippon.jp/series/（1 月末頃公開予定）
② 館山わかしおトライアスロン
本大会で第 10 回を迎える館山わかしおトライアスロン大会は、沖ノ島の美しい海と
普段入ることのできない海上自衛隊館山基地内が会場。初心者や女性の参加者も
多いのが特徴のフレンドリーな大会です。
日 程：2019 年 6 月 23 日（日）
詳 細：http://tate-tra.com/（4 月頃公開予定）

B.B.BASE の詳細は、B.B.BASE 専用ホームページ、専用パンフレットをご覧ください。
bbbase

検索

URL http://www.jreast.co.jp/chiba/bbbase/

写真・イラストは全てイメージです。この情報は 2019 年 1 月現在のものです。

※事前にアプリ
のダウンロード
が必要です。

