ラリー参加者には
オリジナルケースをプレゼント！

って！
て！乗
」を
食べ
もの
て「
買っ
う
よ
集め

※銚子観光案内所でお一人様1つの
お渡しとなります。
無くなり次第終了。

銚 子 っ て ど ん な 町？
ダイナミックな自然景観とおいしいものがたっぷり！

銚子市内の観光施設、食事施設、交通等利用で
「もの」を5点集めたら抽選で賞品があたります！

歴史

※P5 〜 13の施設が対象となります。

江戸時代以来の
舟運と醤油の町

特徴

縄文時代から人が暮らして
貝塚が営まれ、平安時代に
は千葉氏の支族である東
氏・海上氏が領有しました。
江戸時代には利根川の付け
替えで銚子が利根川河口に
なったことで、江戸への物
資を運ぶ水運の要衝に。醤
油産業も興り、港町・醤油
の町として発展。歴史的町
並みも点在しています。

実 施 期 間 ： 2 0 2 0 年 1 月 1 日（ 水 ・ 祝 ）〜 3 月 3 1 日（ 火 ）

変化に富んだ
自然が見応えあり！
利根川と太平洋と、三方を
水に囲まれ、古くから景勝
地として愛された銚子。約
２億年前のジュラ紀からの
岩石や地層、地形が残り、
市全体が銚子ジオパークに
認定されています。

参加
方法

A賞

5名様

魚介＆農産物
食材の宝庫！
日本屈指の水揚量を誇る銚
子港があり、海の幸には事
欠かない銚子。加えて、夏
は涼しく冬は暖かいという、
黒潮がもたらす温暖な海洋
性気候を活かした野菜や果
物などの農業も盛んです。

C賞

10名様

P5〜13掲載の施設を利用し、異なる5施設以上の「もの」を集めて
銚子観光案内所で提示した方に抽選で賞品をお渡しします！
集める「もの」はP5〜13をご覧ください。

例

集め
る
P5〜 「もの
」
13の
これ は
！

※お買い物や飲食等、必ず施設をご利用のうえ「もの」をお集めください

千葉県伝統的工芸品
無形文化財

銚子ちぢみ おさいふ

銚子観光案内所内のお好きなおみやげを
1点お選びいただけます。※一部商品を除く

選べる銚子みやげ

B賞

10名様

D賞

80名

様

銚子電鉄
グッズ

銚子市観光協会プロデュース

銚子メロンまんじゅう
1個

名産品

鮮度折り紙つき！ 魚介類
「銚子つりきんめ」と呼
ばれるキンメダイや、豊
富な種類のマグロが水揚
されています。新鮮な魚
介は地元で食べるのがお
ススメです。
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※画像・イラスト・地図はすべてイメージです。

独特の食感で人気 ぬれ煎餅
焼き上げた煎餅に染み込ま
せた醤油に、醤油の町・銚
子らしさを感じるぬれ煎餅。
銚子市内の煎餅屋に加え、
銚子電鉄犬吠駅売店でも毎
日手焼きしています。

県指定無形文化財
銚子ちぢみ
もともと出漁の安泰と豊漁を祈
りながらつくられた木綿の織物。
独特の肌触りが特徴で江戸でも
人気を博しました。銚子ちぢみ
伝統工芸館で体験教室も開催。

銚子観光案内所（JR銚子駅構内）
営業時間

8：45 〜 17：00

※「オリジナルケース」のお渡しおよび抽選の参加は営業時間内のみとなります

※都合により内容の変更、ラリーを予告なく中止する場合があります。

※上記賞品は一例です。変更となる場合がございます。
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その他エリア P13

漁港と海の幸をたっぷりと！
銚子ポートタワーから漁港の豪快な水揚げ
風景を一望。水産物即売センターも隣接。

A P
体 M
全
銚 子

銚子駅周辺エリア P07-08

銚子観光、まずはここから！
木造の駅舎の内装は醤油蔵をイメージ。
周辺にはお土産や海の幸のお店も充実。

観音周辺エリア P09-10

銚子の文化と歴史を感じて
銚子漁港 第一卸売市場で「魚の町」銚子を体感。
古くから信仰を集める飯沼観音も立地。

その他エリア P13

太平洋をダイレクトに感じる！
クルーザーが並ぶ銚子マリーナや水族館、
イルカ・クジラウォッチングも楽しめます。
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※画像・イラスト・地図・路線図はすべてイメージです。 ※一部の駅のみ掲載しています。

犬吠・外川周辺エリア P11-12

フォトジェニックな港の風情
銚子観光ではずせない白亜の犬吠埼灯台と、
昔ながらの漁師町・外川で散策を楽しんで。
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駅レンタカー

まわり方イロイロ

【駅レンタカー

ローカル線とバスの１日パスや駅レンタカーはもちろん、より小回りの利く
電動バイクや自転車のレンタルも。シーンに合わせた活用でラクラク移動！

銚子電気鉄道
【弧廻手形（1日乗車券）】
銚子〜外川間の全線を1日乗り降りできる乗車券。入場割引券ほか、見せるとサービスもあります。

料金

大人700円

弧廻手形

小児350円

銚子営業所】

●営業時間
9：00 〜 19：00

●発売場所
銚子電鉄列車内、銚子電鉄の有人駅（仲ノ町、観音、笠上黒生、犬吠、外川）※銚子駅除く
※駅により営業時間が異なります。

●定休日
なし

●お問い合わせ
駅レンタカー銚子営業所（TEL.0479-25-6161）

●ちょこっと乗る？プラン
地元ローカル線の旅も楽しみたい銚子だから、駅の周
辺の見どころをめぐったり、最寄り駅から絶景の場所
にドライブするレンタカーは短い時間でＯＫ。そんな
ニーズにぴったりのプランです。３〜５時間、車のク
ラスも選べます。

●オープンカー期間限定プラン

料金
3時間まで
4時間まで
5時間まで

設定期間：
2019年12月1日（日）〜
2020年3月31日（火）

Kクラス
3,230円
3,870円
4,500円

Sクラス
3,300円
4,130円
4,970円

Aクラス
4,600円
5,550円
6,480円

ステッカー

旅先でいつもとは違う車に乗ってみるのも
楽しいもの。オープンカーならリゾート気
分で、銚子の海風や風光明媚な景観を、車
上からダイレクトに体感することができま
す。この機会に試してみませんか？

料金 3時間：4,950円 1暦日：9,900円

※料金は免責補償料込み・税込み
※その他のプランについては駅レンタカー銚子営業所へお問い合わせください。

【銚子１日旅人パス】
銚子電気鉄道、銚子市内路線バス（ただし旭線は陣屋町〜イオン間）1日乗り放題

料金

大人1,000円

小児500円

●発売場所
銚子市観光協会（JR銚子駅構内）、銚子電鉄列車内、銚子電鉄の有人駅（仲ノ町、観音、笠上黒生、犬吠、外川）※銚子駅除く
※駅により営業時間が異なります。

レンタル電動バイク「Stigo」

料金（1台分） 2時間コース：2,000円 3時間コース：3,000円
銚子電鉄1日乗車券（弧廻手形）およびヘルメット付き
※延滞料金 1時間ごとに1,000円追加 ※乗り捨てはできません。 ※雨天時の貸出しはできません。
※観音駅、笠上黒生駅、犬吠駅では列車内への持ち込みができます。

※利用可能日：土・日・祝日
●お問い合わせ
銚子電鉄犬吠駅（TEL.0479-25-1106）
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※画像・イラスト・地図はすべてイメージです。

●貸出し／返却場所
銚子電鉄 犬吠駅
●レンタル時間
9：30 〜 16：30

●貸出し受付時間

9：30 〜 14：00

【レンタサイクル

貸出しカード

銚子事務所】

電動アシスト自転車を、レンタサイクル銚子事務所（JR銚子駅構内）で
レンタルすることができます。
●営業時間

●定休日

9：00 〜 17：00

なし

●お問い合わせ
レンタサイクル銚子事務所（TEL.0479-26-4755）

エストニア発の電動ポータブルバイク
2秒のセットアップと簡単操作で自転車よりも広範囲に銚子の旅をお楽しみ頂けます。

●レンタル条件
・原付免許が必要となります。
・ヘルメットの着用が必要です。
・未成年者の場合は親権者の同意が必要です。

レンタサイクル

銚子１日旅人パス

●貸出しと返却について

レンタル
申込書控え

貸出しに際して、保険等の加入のため、公的証明書（免許証等）のご提示をお願いしています。

料金

2時間コース：500円
4時間コース：1,000円
1日コース ：1,500円

延滞料金500円
乗り捨て料金500円／ 1台

※基本的には貸出し場所が返却場所となります。
他の場所へ返却（乗り捨て）する場合は申し込み時にお決めください。
乗り捨て場所は「乗り捨て可能ポイント」のみとさせていただきます。
※乗り捨て可能ポイントは貸出しも可能です。貸出し時間等、詳しくはレン
タサイクル銚子事務所へお問い合わせください。
※レンタサイクル銚子事務所以外の場所での貸出しは、
「銚子で想い出集め
ラリー」の対象外となります。

乗り捨て可能ポイント
銚子駅
犬吠駅
（各ホテル）・大徳ホテル
・絶景の宿犬吠埼ホテル
・ぎょうけい館
・ホテルニュー大新
・犬吠埼観光ホテル
・太陽の里
銚子海洋研究所

返却時間

9：00 〜 17：00
9：30 〜 17：00

9：00 〜 18：00

9：00 〜 17：00
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area 1
C H O S H I

PICK UP
SPOT

s t a t i o n

銚子駅

ヤマサ・ヒゲタの醤油工場

銚子駅前商店街

江戸初期から銚子で醤油づくりを始めたヤマサ醤油・ヒゲ
タ醤油の工場では見学が可能※。醤油づくりや歴史につい
て学べる「しょうゆ味わい体験館（ヤマサ醤油）
」や「ヒ
ゲタ史料館」もあります。 ※ヤマサ醤油工場は要予約

駅前の広々とした通り両岸に、寿司屋など魚の
おいしい料理店はもちろん、銚子名物のぬれ煎
餅や干物、お土産物店などがずらり。銚子市観
光協会もあるので、旅の情報をチェックして。

周 辺 エリア

銚子観光の玄関口で、鮮度自慢のさかな料理店や
お土産物店などが並ぶ商店街をぶらり

銚子セレクト市場

セレクト館

E

銚子を愛する地元の人びとが
厳選した、こだわりの品がずらり。

名代そば

9：30 〜 18：00（平日）
9：00 〜 18：30（土・日・祝）

あづま寿司

桔梗屋

A

コスパ抜群の日本蕎麦のお店。
落ち着いた雰囲気で寛いで。

11：00 〜 21：00

E

0479-26-3123
あづま寿司

火曜日 銚子駅より徒歩7分
銚子市三軒町8-21

0479-22-4040

レシート

銚子の海の幸に舌鼓！ 握り
寿司や金目の釜めしがオススメ。

11：30 〜 14：00
17：00 〜 21：00

元旦
銚子駅より徒歩5分
銚子市双葉町2-11

（年末年始は時間変更あり）
年中無休
銚子駅より徒歩5分
銚子市双葉町3-6

銚子セレクト市場 セレクト館
B

0479-22-5961

箸袋

B

名代そば 桔梗屋

箸袋

A

鯖と創作料 の店 廣半
理

箸袋

鯖と創作料理の店

廣半

C

お食事茶屋
C

ホテル内立地の老舗の本格
和食店。海鮮丼・鯖料理が美味！

膳

11：00 〜 14：00
17：00 〜 21：00

11：00 〜 14：00
17：00 〜 20：00

0479-22-0070

0479-23-5730

木曜日 銚子駅より徒歩2分
銚子市西芝町11-2

D

銚子キャベツと花鯛を使った逸品
花鯛寿司、極上さば料理、いわし料理
D

不定休 銚子駅より徒歩1分
銚子市西芝町14-2

お食事茶屋 膳

花鯛寿司リーフレット
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※画像・イラスト・地図はすべてイメージです。

※店頭にない場合は
スタッフへ
おたずねください。
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area 2

PICK UP
SPOT

K A N N O N

観音

銚子漁港第一卸売市場

飯沼観音

銚子漁港の３つの卸売市場のひとつ。近海で獲れた
マグロやカジキが並ぶセリを見学できます（市場休
場日は施設の見学のみ可能）
。漁協直営のお食事処
や加工品などの直販コーナーもあります。

９世紀に東国を巡っていた弘法大師が開眼。門前町
が銚子の町の原型になったと言われています。高さ
約５ｍの大仏や五重塔は見応えあり。縁日やライト
アップもあり、写経などの体験もできます。

周 辺 エリア

銚子港

弘法大師ゆかりの飯沼観音のお膝元にして銚子漁港も近い。
銚子の文化と歴史を感じられるエリア

鮪蔵

観音食堂 丼屋
C

冷凍養殖は不使用！ 銚子漁港
水揚げされた鮪を味わえます。

F

11：00 〜 14：30
17：00 〜 20：00

A

江戸時代から参拝者が
絶えない古刹。五重塔と大仏が目印。

水曜日・木曜日
（祝日の場合はその前後）
銚子電鉄観音駅より
徒歩5分
銚子市飯沼町1-26

0479-22-4000

6：00 〜 17：00

銚子港 鮪蔵

年中無休
銚子電鉄観音駅より徒歩4分
銚子市馬場町1-1

箸袋

まいわい

D

銚子漁港で揚がった鮮度
自慢の青魚を使った漬け丼の専門店。

10：00 〜 20：00

不定休
銚子電鉄観音駅より
徒歩10分
銚子市飯沼町186-104

飯沼観音

七兵衛

0479-25-3133

さかな料
理礁
（いくり）

箸袋

カード

0479-23-1316
E

観音食堂 丼屋 七兵衛

C

カード

さかな料理
礁（いくり）

元祖今川焼 さのや

リーフレット

F

海業支援施設

板長自ら買いつけた銚子
漁港の鮮魚と、地場産の食材を楽しむ。

まいわい

E

B

元祖今川焼

さのや

D
B

銚子漁港 第一卸売市場内
にある、漁協直営のお食事処。

A

8：00 〜 15：00
（ラストオーダー 14：00）
火曜日（祝日の場合は翌平日）
銚子電鉄観音駅より徒歩8分
銚子市飯沼町186

１日1000個売り上げる
今川焼をアツアツで頬張って！

9：00 〜 16：30

水曜日定休・日曜日不定休（月に1回）
銚子電鉄観音駅より徒歩7分
銚子市飯沼町6-7

0479-21-6671

11：30 〜 15：00、
17：30 〜 19：30（平日）
※平日17：30 〜 19：30は要予約
11：00 〜 15：00、
17：00 〜 19：30（土・日・祝）
火曜日・不定休
銚子電鉄観音駅より徒歩8分
銚子市港町1635-1

0479-24-8211

0479-22-0150
飯沼観音

観音御縁守り

※本堂 受付での
お渡しとなります。
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※画像・イラスト・地図はすべてイメージです。
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犬吠埼灯台
area 3

PICK UP
SPOT

I N U B O ・ T O K A W A

犬 吠・外川

銚子半島の最東端、太平洋に突き出た岬にある銚子
観光のシンボル的存在。らせん階段を昇った上から
は、大海原を一望。周辺には灯台資料展示館や白亜
紀浅海堆積物などの見どころや、温泉宿もあります。

外川町の町並み
「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」
として日本遺産に登録されている銚子市。中でも、
外川には江戸初期に始まる漁師町の風情。道が碁盤
の目のように整備され、古い建物も点在しています。

周 辺 エリア

雄大な太平洋に抱かれた
日本で一番早く日が昇る＊ 関東最東端の地

地球の丸く見 丘 展望館
える

入館券

＊山頂・離島を除く。

地球の丸く見える丘

犬吠埼灯台

見学記念券

犬吠埼灯台

展望館

A

B

B

A

千葉県北部最高峰の愛宕山山頂
眼下の断崖絶壁と、岩礁に
から、360度の大パノラマを一望。 砕ける荒波は見応えがあります。

9：00 〜 17：30

C

8：30 〜 16：00

年中無休
銚子電鉄犬吠駅より
徒歩15分
銚子市天王台1421-1

年中無休
銚子電鉄犬吠駅より徒歩7分
銚子市犬吠埼9576

0479-25-8239

雨天時等都合により中止の場合あり

0479-25-0930

※レシートの
一例です。
犬吠 テラステラス

レシート

犬吠

テラステラス
C

銚子の名産品やカフェ、海を
望むテラスと過ごし方いろいろ！

9：00 〜 18：00
（年末年始は時間変更あり）
年中無休 ※営業日時は
店舗により異なる
銚子電鉄犬吠駅より徒歩7分
銚子市犬吠埼9575-2
0479-21-7760

榊原豆腐店

D
D

明治期創業のレトロな豆腐店。
大豆の風味豊かな品々が人気。

9：00 〜 18：00

日曜日
銚子電鉄外川駅より徒歩2分
銚子市外川町2-10927

0479-22-9557
榊原豆腐店

レシート
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area
O T H E R

その 他

銚子への行き方

エリア

まだまだあります！
海と食関連のおススメスポット

銚子ポートタワー

展望室入場券

A

ハーブガーデン

8：30 〜 17：30

木曜日
銚子駅より車で15分
銚子市川口町2-6385-267

0479-24-9500

千葉

JR総武本線特急「しおさい」約110分

JR総武本線特急「しおさい」約80分

銚子駅

銚子港を望むツインタワー。
夕日に染まる利根川も必見です。

東京

B

ラベンダーの香りに癒され、
ハーブを使った料理も楽しめます。

千葉駅

A

電車でお越しの際
東京駅

銚子ポートタワー

銚子

ポケット

9：00 〜 18：00
（ただし12月〜 2月は17：00まで）
平日（12月〜 2月）
木曜日
（3月〜 11月、ただし祝日の場合は営業）
銚子電鉄笠上黒生駅より徒歩10分
銚子市笠上町7005

ハーブガー
デン ポケット

※普通列車もあり、ご利用いただけます。所要時間は異なります。

レシート

0479-25-3000
B

房総のオススメ情報配信中！

銚子海洋研究所

世界一ちっちゃな
水族館

C's marina

KITCHEN&CAFE

C

C

クラゲやイソギンチャクなど
約30種を展示。

D

10：00 〜 16：00

世界一ちっち な水族館
ゃ

入館チケット

C's marina K EN&CAFE
ITCH

ポストカード

不定休
銚子駅より車で10分
銚子市潮見町15-9

0479-24-8870

D

地元の採れたて新鮮野菜と
銚子ビールを楽しめる新スポット。

11：00 〜 18：00
第2・第4の日曜日（臨時休業あり）
銚子駅より車で10分
銚子市潮見町15-8
0479-21-3993

米粉のふわもこパンケーキ
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JR東日本千葉支社
駅長犬ツイッター

Twitter

ちょっと一息、
房総休日。

Facebook

ちょっと一息、
房総休日。

Instagram

※交通の所要時間は目安です。
※掲載の情報は2019年12月現在のものです。詳しくは各施設へお問い合わせください。
※掲載各施設の営業時間・定休日等は変更となる場合がございます。お出かけの際は、事前にご確認ください。
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