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@掲載している写真はご提供できます。
各観光素材シートに掲載している写真は、申請していただければご利用いただけます。

「千葉市観光素材集の件」とお伝えください。

千葉市経済農政局経済部観光プロモーション課
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〒260- 8722  千葉市中央区千葉港２番１号　千葉中央コミュニティセンター10階

【問い合わせ先】

［注意事項］
・写真の使用については、各施設ごとの条件がある場合があります。
・写真使用の際は、必ず該当施設に確認をお取りください。
・実際に利用できる写真は、掲載されているものと異なる場合があります。
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千葉 市のココがアツい！

33

特  

集

22

千葉市が運営していた「千葉市乳牛育成牧場」が、2021年4月から民

間の観光施設としてグランドオープン。広 と々した牧草地でキャンプや

バーベキューを楽しめるほか、農業体験もできます。毎週土曜日には地

元野菜を販売するマルシェやワークショップイベントも開催しています。

［千葉ウシノヒロバ］
千葉市若葉区富田町983-1  電話：043-235- 8376（木曜〜日曜9:00 〜 16: 00）

千葉ウシノヒロバ 詳しくはP.21

稲毛海浜公園内にある「自然環境と人が共存、循環する」をテーマ

にした、バーベキューやグランピングが楽しめる滞在型公園施設で

す。いなげの浜で夕陽を望み、千葉県産の新鮮食材を使ったバーベ

キューが味わえます。愛犬と一緒に楽しむことも可能です。

［small planet CAMP & GRILL］
千葉市美浜区高浜7-2  電話：080- 3541-7187

small planet CAMP & GRILL 詳しくはP.34

海辺 がアツい！ アウトドアがアツい！

イベントがアツい！

11

2020年7月にオープンした日帰り温泉施設。敷地内の地下2, 000mから湧出する温泉は、保温効果が高く

湯冷めし難いため“ 熱の湯 ”とも呼ばれています。東京湾が一望できる「展望露天風呂」。内湯には、血液の

循環をよくする効果を持つ「高濃度炭酸泉」など、お風呂の種類も豊富です。

［JFA夢フィールド  幕張温泉  湯楽の里］
千葉市美浜区美浜26（JFA夢フィールド内）   電話：043-205- 4126

JFA夢フィールド  幕張温泉  湯楽の里 詳しくはP.36

世界最大のアクションスポーツの国際競技大会「X Games

（エックスゲームズ）」が2022年4月、日本に初上陸。スケー

トボード、BMX、Moto Xのトップアスリートが集結し、3日

間にわたり競い合います。

X Games Chiba 2022 Presented by Yogibo
ゴールデンウィークに千葉市蘇我スポーツ公園で、5日間に

わたり開催される野外ロックフェスティバル。マキシマム 

ザ ホルモン、スキマスイッチ、UVERworldなど豪華アーティ

ストが集結！

JAPAN JAM
毎年8月、茨城県の国営ひたち海浜公園で開催して

いた野外音楽フェスが、2022年からは千葉市蘇我

スポーツ公園で開催。日程は8月の6・7と11・12・

13の5日間。日本を代表するアーティストから次世

代を担う若手アーティストまで、多彩なアーティスト

が出演。

ロック・イン・ジャパン・フェスティバル

毎夏、千葉と大阪の2会場で開催される都市型ロッ

ク・フェスティバル。2022年 は8月20・21日の2

日間にわたって開催。詳細は、公式 HP〈https://

www.summersonic.com〉でご確認ください。

SUMMER SONIC

Chiba-Cit y hot news!

稲毛海浜公園では2022年春に「海へ延びるウッドデッキ」が完成。ウッドデッキの全長は90mで、海上の

デッキ先端まで誰もが気軽に散歩でき、音楽ライブなどのイベントにも利用する予定です。

［「海へ延びるウッドデッキ」（稲毛海浜公園）］
千葉市美浜区高浜7-2-1  電話：043-279- 8440

「海へ延びるウッドデッキ」（稲毛海浜公園） 詳しくはP.33 若葉区の泉自然公園内にある“自然共生型アウトドアパーク”。最長

120m のジップスライドがある「アドベンチャーコース」と、身長110

㎝以上の子どもから高齢者まで楽しめる「キャノピーコース」があり

ます。

［フォレストアドベンチャー・千葉］
千葉市若葉区野呂町108  電話：090- 5535-1230

フォレストアドベンチャー・千葉 詳しくはP.32

写真提供：X Games Japan
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（1日目）

（2日目）

ホテルニューオータニ幕張（宿泊）11

国際連合が提唱するSDGsに賛同し、節水施策やフードロスへの取り組
みなど、「持続可能な社会」の実現に取り組んでいるホテルです。SDGｓ
関連の研修を開催できる会議室があります。

詳しくはP.63

ワイズアグリ11

最新鋭のハウスでイチゴ栽培をされている農家さんにお話を伺い、農業か

らの SDGs 取り組み、生産管理（HCCAP や JGAP）などの取り組みを知
ることができます。ハウス一棟を貸し切って、完熟イチゴのイチゴ狩りも体
験できます。

詳しくはP.49

道の駅木更津うまくたの里33

地元名産品の品揃えは約2, 000点。旬の野菜や果物、加工品、お土産な

どが購入できます。地元農産物を使ったワンプレート料理とポットパイな

どが楽しめる、のうえんカフェレストランもあります。独自のピーナッツ商
品や地元特産のブルーベリーを使ったチーズケーキが人気。

KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）22

音楽家の小林武史氏が手掛ける、持続可能な未来に向けた暮らしをテー

マに、「農業」「食」「自然」の循環を体験できる施設。昼食は敷地内にあ

る「KURKKU FIELDS DINING」で、敷地内で採れる新鮮な農産物を

使った料理を堪能。

詳しくはP.37

（1日目）

（2日目）

昭和の森フォレストビレッジ11

敷地内にあるキャンプサイトでキャンプ（テント等のレンタル可）。夕食
はもちろんバーベキュー。千葉県産のジビエ販売もあり、特別なバーベ

キューをお楽しみ頂けます。

詳しくはP.29

鋸山11

山頂展望台までは鋸山ロープウェーで約4分。南側の日本寺境内では地
獄のぞきや百尺観音、大仏等を見て回ることができます。北側には石切場
をめぐる登山ルートがあります。

詳しくはP.40

東京湾フェリー／金谷フェリーサービスセンター33

房総随一の品揃え「金谷フェリーサービスセンター」でお土産購入。房総
の海産物・農産物をはじめ、お店オリジナルの「牛乳まんじゅう」をご購
入できます。

海鮮浜焼き まるはま22

好みの魚介類を選び、自らグリルで焼いて食べるビュッフェスタイル。鋸
山登山による空腹を存分に満たせます。

楽
し
み
な
が
ら
「
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」に

楽
し
み
な
が
ら
「
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」に

取
り
組
め
る
コ
ー
ス

取
り
組
め
る
コ
ー
ス

千葉県木更津市下郡1369-1  TEL.0438-53-7155

千葉県富津市金谷2288  TEL.0439- 69-2161

千葉県富津市金谷4303  TEL.0439- 69-2311
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（1日目）

千葉公園11

四季の自然に触れ、ボート遊びも楽しめる、千葉市民に親しまれている大
型公園。園内には鉄道第一聯隊作業場跡（架橋演習用橋脚・演習用ト

ンネル）や、荒木山などの戦跡があります。

詳しくはP.23

千葉市立郷土博物館22

千葉の町の礎を築いた名門武士団
千葉氏や、「軍都」でもあった戦前の

様子など、郷土の歴史に関する様々
な資料を展示。郷土にまつわる企
画展も多数開催しており、展望室か

らは千葉市街が一望できます。
詳しくはP.16

加曽利貝塚博物館11

加曽利貝塚は、国の特別史跡に指定
されている日本最大級の貝塚。ボラ

ンティアガイドによる園内の解説や、
縄文体験が楽しめます。

詳しくはP.14

small planet CAMP & GRILL（スモールプラネット キャンプ &グリル）（宿泊）33

千葉の新鮮食材を使ったバーベキュー

が楽しめるグランピング施設。夜は

ファイヤーピットの炎を眺めながら、
皆で1日を振り返ることで、さらなる一
体感が生まれます。

詳しくはP.34

PIER- 0122

JR千葉みなと駅から徒歩7分のシーフードレ

ストラン。8. 5mの巨大水槽にはカメ、ウツ

ボ、ナポレオンフィッシュなどが泳ぎ、非日常
空間でのお食事が楽しめます。夏はテラスで

BBQも開催。
千葉県千葉市中央区中央港1-20-1ケーズハーバー 1F 

TEL.043-243-5100

千葉都市モノレール基地見学11

千葉都市モノレールは懸垂型モノレールとし

て「営業距離世界最長」のギネス記録を持
ちます。貸切列車を利用したオプションとし

て、車両基地が見学できます。

詳しくはP.41

京成ホテルミラマーレ（宿泊）33

映画館、レストラン、ショップなどが併
設。京成線「千葉中央駅」直結、JR「千
葉駅」まで徒歩約10分というアクセス

の良さで、千葉市の観光拠点に最適な

ホテルです。 詳しくはP.66

（2日目）

チバニアン11

令和2年、IUGS（国際地質科学連合）により、一番新しい地磁気逆転の

記録が残っていると認められた地層。千葉の新たな名所です。チバニア

ンガイドによる案内を受けることができます。（要予約）

詳しくはP.45

湖畔美術館22

高滝湖を望む、自然豊かな美術館。戦後銅版画の第一人者、深沢幸雄の

作品を中心とした常設展や、現代アートを中心とした企画展を開催。敷
地内の「PIZZERIA BOSSO」では、高滝湖を眺めながら食事が楽しめま

す。

（1日目）  ※スタートは2択

（2日目）

マザー牧場11

動物たちや季節の草花とのふれあいが楽しめます。楽しいショーやイベントが盛りだ

くさんで、一日中楽しめる千葉の代表的な観光スポットです。
昼食は名物のジンギスカンがおすすめ。
ほかにも、チームワークを活かすことができるデイキャンプやオリエンテーリング、 牛
やひつじなどとふれあいながら牧場の仕事についての理解を深める畜産体験など、
学校団体限定の体験も取り揃えています。 詳しくはP.17

千 葉 市 モ デ ル コ ース  ⑤

千葉市が舞台となっているアニメの聖地巡礼コース千葉市が舞台となっているアニメの聖地巡礼コース

渡 航によるライトノベル（小学館刊）が原作となった人気

アニメ。ある事情から高校の「奉仕部」に入部することに

なった、ちょっとひねくれた性格の主人公・比企谷八幡が、

奉仕部・部長の雪ノ下雪乃や、クラスメイトの由比ヶ浜結

衣などと繰り広げる学園ラブコメ。

●●「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」（略称：「俺ガイル」）「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」（略称：「俺ガイル」）

① JR 総武線稲毛駅 ②稲毛陸橋 ③ JR 京葉線稲毛海岸駅 ④中高浜公園

⑦幕張新都心⑤稲毛海浜公園 ⑥美浜大橋

＊
千
葉
市
モ
デ
ル
コ
ー
ス 

③

＊
千
葉
市
モ
デ
ル
コ
ー
ス 

④

photo: Tadashi EndoKOSUGE1-16《Heigh-Ho》, 2013

訪れてみたい日本のアニメ聖地88（2021年版及び2022年版）に認定されています。

千葉県市原市不入75-1  TEL.0436-98-1525
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千葉市の
旬の

カレンダー

毎年ゴールデンウィークに千葉市蘇我スポーツ公園で、複数日にわた
り開催される野外音楽フェスティバル。出演アーティストも豪華！

5月

JAPAN JAM

毎年8月に幕張の浜で開催される夏の風物詩。海上花火など約2万発
以上の花火が、千葉の夜空を鮮やかに彩ります。

8月

幕張ビーチ花火フェスタ（千葉市民花火大会）

大賀ハスをテーマにしたイベント。講演・楽器演奏・販売コーナーな
ど大賀ハスにまつわる様々な催し物を行います。

6月

大賀ハスまつり（千葉公園）

大賀ハスをテーマにした本格的な夜のアートイベント。ライトアップや
ライブなど、非日常の千葉公園を体験できます。

6月

YohaS

2022年は8月20・21日の2日間、千葉と大阪で開催されるアジア圏
最大級の音楽フェスティバル。

8月

SUMMER SONIC

毎年8月、北斗七星の七つ星に因んで7日間に亘って行われる一言願
掛けのお祭り。激しい動きの大神輿が市中を巡行する。

8月

千葉神社「妙見大祭」

毎年8月、中央公園を中心に多彩な催し物を実施。約2,000人が太鼓
のリズムに合わせて踊り歩く「親子三代千葉おどり」は壮観。

8月

千葉の親子三代夏祭り

2022年から千葉市蘇我スポーツ公園での開催が決まった、国内最大
級の野外音楽イベント。詳細は現時点（2022年3月）では未定。

8月

ロック・イン・ジャパン・フェスティバル

1998年から始まった千葉市が誇る秋の一大音楽イベント。開催期間
中は街中にジャズが響き渡り大いに盛り上がります。

10月

BAY SIDE JAZZ CHIBA

毎年11月中旬から12月25日までの間、タワー壁面にクリスマスイル
ミネーションが点灯。観光船と連携したイベントなども開催。

12月

千葉ポートタワークリスマスファンタジー

千葉市のイベント

千葉市内の国際交流・国際協力団体が連携して開催。各団体の活動
紹介や、様々な国のステージなども楽しめます。

2月

ちば市国際ふれあいフェスティバル

3月

芸術・文化の振興と普及を目的に、茶道華道・音楽・文芸・伝統芸能・
演劇・美術の6部門による展示や発表などが行われます。

2月

千葉市民芸術祭

3月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

イチゴイチゴ
タケノコタケノコ

トマトトマト

ポピーポピー
ナノハナナノハナ

チューリップチューリップ

フキフキ

バラバラ
ハナショウブハナショウブ

ブルーベリーブルーベリー サツマイモサツマイモ
ナシナシ
ブドウブドウ

ヒマワリヒマワリ

クリクリ
カキカキ

モミジモミジ
スイセンスイセン

300mm

250mm

200mm

150mm

100mm

50mm

0mm

40 ℃

30 ℃

20 ℃

10 ℃

0 ℃

-10 ℃

- 20 ℃
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

降
水
量

平
均
気
温

（千葉市の年間気温）

千葉開府の地にあたる亥鼻公園を会場に、毎年桜の開花時期に開催。夜に
は千葉城（市立郷土博物館）のライトアップと桜の競艶も見どころの一つ。

3月 4月

千葉城さくら祭り

写真提供：千葉市観光協会

ZOZOマリンスタジアムに世界のトップアスリートが集結し、3日間に
渡りスケートボードやBMXなど、熱い戦いを繰り広げます。

4月

X Games Chiba 2022 Presented by Yogibo

写真提供：X Games Japan

メイン会場は千葉ポートパーク。千葉の味覚や物産などが一堂に体験
でき、ステージイベントも熱く盛り上がります。

11月

千葉湊大漁まつり（千葉市民産業まつり）

動物に関する調査・研究発表。動物や動物園に関する作品の展示や
販売、グルメ、さらに福引なども楽しめる年に1度の動物文化祭です。

11月

ちば ZOOフェスタ

中央公園周辺の道路を封鎖して歩行者天国とし、グルメ、ライブ、ダン
ス、フリーマーケットなど、誰もが楽しめる多彩な催しを開催。

10月

栄町楽市バザール＆のみの市

JR海浜幕張駅の駅前広場が美しいイルミネーションで彩られます。
期間中は音楽ライブやフードトラックの出店もあります。

11月

マクハリイルミ

12月 1月

年平均気温  16. 2 ℃／年降水量  1454.7mm  （統計期間：1991- 2020）
出典：気象庁 HP
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1 観光施設 千葉市動物公園
レッサーパンダ風太くんで話題になった動物公園です。チーターの親子や日本屈指のサル類のコレ
クションをはじめ 100 種以上の動物がいる魅力いっぱい、何度でも楽しめる施設です。また、エ
サやりや乗馬などふれあい体験ができます。

住所 千葉県千葉市若葉区源町280
電話番号（問い合わせ先） 043-252-1111
ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/zoo/index.html
営業時間 9:30 〜16:30（最終入園16:00）
定休日 毎週水曜日（水曜日が休日にあたる時は翌日）、年末年始
アクセス情報（バス） 千葉内陸バス「千葉市動物公園」駅下車、徒歩1分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 高校生以上700円
催行所要時間 90分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）団体（30名以上） は入園料2割引
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有

対応可能な外国語 下記言語のリーフレットをご用意しています。
英語版・中国語版（簡体字）・中国語版（繁体字）・韓国語版

外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況

■主な感染拡大防止策 
●動物科学館の利用を一部制限、園内放送、看板掲示による感染防止の呼びかけ ●飛沫感染防止用シートの設置（総合案内等） ●入園ゲートに消毒液を設置（手指消毒用） ●入園ゲートで検温を
実施 ●授乳室ほかの定期的な消毒（消毒を徹底するため、授乳室のご利用は動物科学館、森のレストラン、ふれあい動物の里の3か所とさせていただきます） ●動物展示場への対策（手すり等に1m
間隔のマーキング、距離間隔をとるためバリケードを設置） ●園内主要トイレの手洗い自動水栓化（動物科学館、中央広場、展望デッキ、ふれあい動物の里、子ども動物園、森のレストランのトイレ） ●
中央広場の噴水の稼働停止 ●ふれあい動物の里におけるふれあいサービスの一部中止
■動物の観覧について 
●希少動物への感染防止の観点から、一部の動物展示場にバリケードなどを設置しています。このため、動物を観覧しづらい展示場があります。 ●ソーシャルディスタンスの目安となる黄色のマー
カーを、展示場の手すりに設置しています（1m間隔）。十分に距離をとってご観覧ください。

1 観光施設 千葉市美術館
ネオ・ルネサンス様式の戦前の銀行建築を新しい建物で包み込み、保存した建築が特徴的な美術館。
充実した企画展に加えて、浮世絵をはじめとする「日本近世・近代の絵画・版画」、「現代美術」、「房
総ゆかりの作品」といった約 10,000 点のコレクションのハイライトをいつでも見ることができる
常設展示室や、アーティストとともに作品・空間づくりに参加できるアトリエ、美術にまつわる書
籍 4,500 冊が揃う図書室、ワークショップルームがあり、幅広い年齢層の方が親しめる美術館です。

住所 千葉県千葉市中央区中央3-10- 8
電話番号（問い合わせ先） 043-221-2311
ウェブサイトURL https://www.ccma-net.jp
営業時間 10:00 〜18:00（金・土曜日は20:00まで）
定休日 第1月曜日、年末年始

アクセス情報（バス） JR千葉駅東口よりバスのりば７番大学病院行または南矢作行にて
「中央３丁目」または「大和橋」下車、徒歩約３分

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 0 〜1,200円
催行所要時間 90分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 不可 ※コロナ禍のため。状況が収まれば可能
100名以上の受け入れの可否 不可 ※コロナ禍のため。状況が収まれば可能
大型バス受入 不可 ※コロナ禍のため。状況が収まれば可能
団体優待・特典（体験・サービス）無 ※コロナ禍のため。状況が収まれば可能
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 入館時の手指消毒および検温
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1 観光施設 ホキ美術館
日本初、世界でもまれな写実絵画専門美術館です。約500点の写実絵画作品を所蔵しています。美
味しい食事とワインが楽しめるイタリアンレストランと、カフェも併設。また、キャンプ場を有す
る昭和の森と隣接しています。

住所 千葉県千葉市緑区あすみが丘東3-15
電話番号（問い合わせ先） 043-205-1500
ウェブサイトURL https://www.hoki-museum.jp/
営業時間 10:00 〜17:30
定休日 火曜日

アクセス情報（バス） 土気駅南口三番バス乗り場「あすみが丘ブランニューモール行」バスで
約5分「あすみが丘東4丁目」下車すぐ

予約方法 HP、電話
実施時期 通年
費用の目安 入館料一般1,830円
催行所要時間 90分
最少催行人数／定員 団体の場合10名以上
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）団体入館料割引あり
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 定員制のため要予約

1 観光施設 千葉市立加曽利貝塚博物館
加曽利貝塚博物館では、特別史跡加曽利貝塚から見つかった土器や石器など、縄文人が使用してい
た道具などを展示しているほか、加曽利貝塚をはじめとする市内・県内の貝塚や縄文時代について
学ぶことができます。
加曽利貝塚は2017年10月、貝塚として初めて、国の「特別史跡」に指定されました。加曽利貝塚縄
文遺跡公園には、南貝塚・北貝塚貝層断面観覧施設、竪穴住居跡群観覧施設、復元住居などがありま
す。また、希少な動植物も多く見られます。

住所 千葉県千葉市若葉区桜木8丁目33番1号
電話番号（問い合わせ先） 043-231- 0129
ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/kasori/index.html
営業時間 9:00 〜17:00（入館は16:30まで）

定休日 月曜日（月曜日が国民の祝日にあたる場合は開館し、翌日以降の国民の
祝日でない日は休館）、年末・年始（12月29日から1月3日）

アクセス情報（バス） JR千葉駅東口 9番乗り場より、京成バス千02「御成台車（市営霊園経
由）」行きまたは つ02「都賀駅」行き「桜木町」バス停下車、徒歩約15分

予約方法 不要（団体でのご利用については、事前に加曽利貝塚博物館までお問い
合わせください。）

実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有　※トイレは博物館の外にあります
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 アルコール消毒、マスク着用
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1 観光施設 千葉市科学館
「わくわくする体験」〜日常の身近なところから科学へ〜日常の視点で科学を捉え子どもから大人
まで楽しめる、人から人へのコミュニケーションを大切にした「人が主役」となる参加体験型科学
館。140 もの体験展示がある常設展示では、週末を中心にワークショップなどのイベントも開催。
県内最大のプラネタリウムに映し出す恒星の数は 1000 万個を超え、全天に投影されるデジタル映
像を交えた多彩な番組が充実。

住所 千葉県千葉市中央区中央4丁目5番1号 
Qiball（きぼーる）内7 〜10階

電話番号（問い合わせ先） 043-308- 0511（代表）
ウェブサイトURL https://www.kagakukanQ.com
営業時間 9:00 〜19:00
定休日 不定休（科学館ホームページでご確認ください）

アクセス情報（バス） <車（バス）で来館の場合>京成千葉中央駅から東に延びる中央大通り
を直進、中央三丁目交差点を過ぎた右側角に位置

予約方法 団体予約は科学館ホームページ「団体でのご見学」参照
実施時期 通年
費用の目安 団体予約は科学館ホームページ「団体でのご見学」参照
催行所要時間 60分〜120分程度　※営業時間帯で時間指定なし
最少催行人数／定員 一般団体は15名様以上が対象
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）30名様以上に団体割引適用（セット券除く）
駐車場 バス駐車場のみ有り（事前申請要）
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 科学館ホームページ「当館の新型コロナウイルス対策について」参照

1 観光施設 千葉市立郷土博物館
亥鼻城跡に建つ、天守閣様式の博物館です。千葉の地を本拠とし、鎌倉幕府の樹立に貢献した名門
武士団千葉氏に関する資料や、千葉市の明治・大正・昭和時代の資料などを通して、千葉市の歴史
を学ぶことができます。

住所 千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目6-1
電話番号（問い合わせ先） 043-222- 8231
ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/kyodo/
営業時間 9:00 〜17:00（入館は16:30まで）
定休日 月曜日（月曜日が祝日の場合、翌平日）、年末年始

アクセス情報（バス）
JR千葉駅・京成千葉駅から、千葉駅前バスターミナル7番乗場の京成バ
ス千葉大学病院行または南矢作行（千03、千03-1、千04）に乗車し、「郷
土博物館・千葉県文化会館」下車、徒歩3分

予約方法 団体予約もしくはバスの駐車場利用は、2週間前までに当館に連絡して
ください。

実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 60分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可（3台まで）
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 玄関でアルコール消毒、館内ではマスク着用 など
※多目的（オストメイト対応）トイレは博物館の外にあります。
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1 観光施設 マザー牧場
動物たちとのふれあいをはじめ、関東最大級の季節の花畑や味覚狩り、ジップライン等のアクティ
ビティや美味しい牧場グルメなど、楽しみがいっぱい！団体別・目的別プランも多数ご用意してお
ります。
また、2021年6月に、牧場内に宿泊できるグランピング施設「マザー牧場グランピング THE 
FARM」がオープン。詳細は公式HPでご確認ください。
※「マザー牧場グランピング THE FARM」では、団体割引、旅行会社様経由でのご予約は承っておりません。

住所 千葉県富津市田倉940-3
電話番号（問い合わせ先） 0439-37-3211
ウェブサイトURL http://www.motherfarm.co.jp/

営業時間 2 〜11月　平日:9:30 〜16:30 /土日祝:9:00 〜17:00
12 〜1月　平日:10:00 〜16:00/土日祝:9:30 〜16:00

定休日 なし（12・1月の平日に数日あり）
アクセス情報（バス） JR君津駅より直通路線バスで約35分
予約方法 予約不要（団体予約は電話にて受付）
実施時期 営業日のみ

費用の目安 大人（中学生以上）1,500円、子供（4歳〜小学生）800円
※20名以上団体割引あり

催行所要時間 180分〜
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）団体料金などあり
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語他、外国語版ガイドMAPあり
外国人への特別な対応 外国語版ガイドMAPあり

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 適宜消毒・換気の実施、スタッフの体調管理・マスクの着用 など

1 観光施設 千葉県立美術館
千葉県立美術館は、千葉県ゆかりの美術資料を中心として体系的に収集、保管して後世に継承するとともに、「み
る・かたる・つくる」活動により新たな知見を創造し、美術情報を発信しています。コレクション展「名品」では、
当館が所蔵する作品の中から、県ゆかりの近代洋画の先駆者・浅井忠の洋画をはじめ、コローやミレーなどバルビ
ゾン派の外国作品のほか、日本画、工芸、彫刻、版画、書など様々なジャンルの、特に鑑賞の要望の高い作品を厳選
して紹介します。さらに、特別展や企画展を開催し、幅広い年齢層の皆さまに美術鑑賞をお楽しみいただきます。

住所 千葉県千葉市中央区中央港1-10-1
電話番号（問い合わせ先） 043-242- 8311
ウェブサイトURL http://www2.chiba-muse.or.jp/ART/
営業時間 9:00 〜16:30

定休日 月曜日
（ただし月曜日が祝日・振替休日に当たるときは開館し、翌日休館）

アクセス情報（バス） JR 京葉線・千葉都市モノレール千葉みなと駅から徒歩約10分
予約方法 予約不要
実施時期 HPにて確認
費用の目安 一般300円
催行所要時間 約90分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 要相談
大型バス受入 近隣施設をご利用ください
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況

・マスク着用の呼びかけ（HP やポスター等での掲示を含む）
・三密回避の呼びかけ（HP やポスター等での掲示を含む）体調不良者や濃厚接触者の入場自粛の呼びかけ（HP やポスター等での掲示を含む）
・咳エチケットの呼びかけ（HP やポスター等での掲示を含む）  
・入場時の手指の消毒  　
・入場時の検温スタッフのマスク着用アクリル板やビニールカーテン等の仕切りを設置　・入場者数や鑑賞人数の制限

17 18



1 観光施設 第二海
かい

堡
ほう

上陸ツアー
東京湾の富津沖に浮かぶ人工島。明治から大正にかけ、首都防衛のために当時の最先端の技術を駆
使し、日本初の海上土木工事で造られました。普段は立ち入ることが出来ないが、2019年より国の
インフラツーリズム振興により、第二海堡上陸ツアーのみ上陸ができるようになりました。

住所 千葉県富津市富津字洲端 2433 番

電話番号（問い合わせ先） 070-4399-1397（月・水・金の 10:00 〜 16:00）
東京湾海堡ツーリズム機構

ウェブサイトURL https://daini-kaiho.jp/
営業時間 無
定休日 無
アクセス情報（バス） 木更津港富津地区　館山自動車道木更津南 IC から富津岬方面へ約 15 分
予約方法 東京湾海堡ツーリズム機構へ直接問い合わせ
実施時期 通年
費用の目安 10,000 円 / 一人
催行所要時間 180 分
最少催行人数／定員 定員 70 名（クルーズ船）
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）ツアーガイドあり
駐車場 有 ※事前に富津市商工観光課へ連絡（0439-80-1291）
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 東京湾海堡ツーリズム機構へ問い合わせ
外国人への特別な対応 東京湾海堡ツーリズム機構へ問い合わせ

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 人数削減、基本的な感染対策

提供：国土交通省 関東地方整備局 東京湾口航路事務所

1 観光施設 よしもと幕張イオンモール劇場
お笑いファンはもちろんのこと、ご家族やお友達と気軽に楽しんで頂ける公演を開催しております。

住所 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール 3Ｆ
電話番号（問い合わせ先） 043-301-5910
ウェブサイトURL http://www.yoshimoto.co.jp/makuhari/
営業時間 10：30 〜
定休日 年中無休
アクセス情報（バス） 海浜幕張発〜グランドモール北経由イオンモールバスターミナル着
予約方法 WEB
実施時期 通年
費用の目安 1,500円〜
催行所要時間 60分〜
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 対応しております。　https://ameblo.jp/yoshimoto-makuhari/entry-12682140181.html
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1 観光施設 千葉ウシノヒロバ
千葉市若葉区にある牛が暮らすキャンプ場。広い空の下、牧草地でのデイキャンプやバーベキュー
が楽しめるほか、ワークショップイベントや季節によって農業体験にも参加できます。毎週土曜日
には地元野菜を販売するマルシェも開催。

住所 千葉県千葉市若葉区富田町983-1
電話番号（問い合わせ先） 043-235- 8376
ウェブサイトURL https://ushinohiroba.com/
営業時間 9:00 〜16:00（閉門17:00）

定休日 平日の月曜・火曜・水曜（祝日の場合は木曜がお休みになります）、
2月休業

アクセス情報（バス）

電車+バス:千葉都市モノレール「千城台駅」から「おまごバス」に乗り
「乳牛育成牧場」停留場で下車
車:東京方面からお越しの方は千葉東金道路高田ICから約10分（約
6km）/成田方面からお越しの方は東関東自動車道佐倉ICから約20分

（約14km）
予約方法 弊社ウェブサイト
実施時期 3月〜1月
費用の目安 入場料550円〜
催行所要時間 1日
最少催行人数／定員 いずれも要相談
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語（一部スタッフ英語可）
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況
・入場時に非接触型体温計によるお客さまの検温および手指のアルコール消毒を実施しております　・スタッフはマスクの着用、出勤前の検温、定期的な手洗い消毒を実施しております
・センターハウスの受付にて、飛沫感染を予防するための透明アクリル板を設置しております 　・センターハウス、トイレ、大屋根ガーデンYAHHOに、アルコール消毒液を設置しております
・サニタリーエリアの定期的なアルコール消毒を実施しております　・お客さまとスタッフとの適切な距離を保つよう配慮しております

2 自然・公園 富田さとにわ耕園 （富田都市農業交流センター）
この施設は自然の中で、都市と農村の交流・研修や文化活動のできる施設です。12万株のシバザク
ラの花畑や、林間遊歩道、芝生広場など、自然と親しむ場としてご利用いただけます。

住所 千葉県千葉市若葉区富田町711-1
電話番号（問い合わせ先） 043-226- 0022
ウェブサイトURL http://tomita-kan.jp/
営業時間 9:00 〜17:00
定休日 月曜日（月曜日が祝祭日の場合は、その翌日）

アクセス情報（バス） モノレール千城台駅よりコミュニティバスが出ています。
自家用車が便利です。

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 散策約60分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 マスク、手洗い・消毒、検温窓、ドア等の開放窓口に透明シート設置、千葉市の新型コロナ週報掲示
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2 自然・公園 千葉公園
都心のオアシスである千葉公園は、春の桜・夏の大賀ハス・秋の紅葉など四季の自然とふれあえ、
ボート遊びや様々なスポーツが楽しめる約16haの総合公園です。体育館等のスポーツ施設もご
ざいます。

住所 千葉県千葉市中央区弁天3-1-1
電話番号（問い合わせ先） 043-279- 8440

ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/
chuo-mihama/chibakouen.html

営業時間 常時開放
定休日 無休

アクセス情報（バス） 千葉都市モノレール千葉公園駅より徒歩1分、JR千葉駅千葉公園口ま
たは北口より徒歩10分

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 30 〜 60分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 要相談
100名以上の受け入れの可否 要相談
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 有（消毒液の設置等）

2 自然・公園 千葉市花の美術館
美術館全体あわせて、約1,600種48,000株の植物が植栽されています。ガジュマルをはじめ、熱帯
亜熱帯植物が育つ温室棟や、天候に左右されないアトリウム屋内花壇があり、花をめぐる多彩な活
動が行われている展示棟、花や緑を楽しみながら食事ができるレストランがある休憩棟などがあり
ます。2022年4月1日より大規模改修工事のため1年半程度、一部休館となります。 

住所 千葉県千葉市美浜区高浜7-2- 4
電話番号（問い合わせ先） 043-277- 8776
ウェブサイトURL http://sanyo-museum.doorblog.jp/
営業時間 9:30 〜17:00
定休日 毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
アクセス情報（バス） JR 総武線稲毛駅よりバス JR 京葉線稲毛海岸駅よりバス
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 高校生以上300円、小中学生150円
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）団体割引あり（30名以上20%オフ）
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 検温・マスク・アルコール消毒
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2 自然・公園 県立幕張海浜公園
幕張新都心の中心に位置し、関東最大級の「花時計」のある大芝生広場をはじめ、様々な遊具がある
わんぱく広場、バーベキュー場、日本庭園の『見浜園』などがある緑豊かな大型公園。様々なレクリ
エーションや憩いの場として、大人も子どもも1日中楽しめる。

住所 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目116
電話番号（問い合わせ先） 043-296- 0126
ウェブサイトURL https://www.seibu-la.co.jp/makuhari/
営業時間 終日開放（見浜園以外）
定休日 年中開放（見浜園以外）
アクセス情報（バス） JR 京葉線「海浜幕張」駅南口から徒歩約5分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 無料（見浜園以外）
催行所要時間 120分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 スタッフマスク、消毒液、換気、スタッフ検温、飛沫防止
※障害者用駐車場はＣブロックのみ

2 自然・公園 日本庭園「見浜園」
四季折々の自然美を堪能できる日本庭園。「日本の伝統的文化を表現し、接してもらうこと」を目
的としてつくられ、山や川、海、林などが表現されており、四季折々に変化する自然美を満喫でき
る池泉回遊式の日本庭園。園内には数寄屋造りの茶室「松籟亭」があり、お抹茶と季節の和菓子（600
円 / 服）を味わえる。

住所 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目116
電話番号（問い合わせ先） 043-296- 0126
ウェブサイトURL https://www.seibu-la.co.jp/makuhari/
営業時間 8:00 〜17:00（入園は16:30まで）
定休日 年末12/29 〜 31、その他、繁忙期（4.5.10.11月）を除き定休日有り
アクセス情報（バス） JR 京葉線「海浜幕張」駅南口から徒歩約10分
予約方法 要問い合わせ
実施時期 定休日以外
費用の目安 100 〜700円
催行所要時間 30分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可（要問い合わせ）
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）事前の相談のうえ庭園ガイドが可能
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 有（抹茶と和菓子9：00 〜16：30、券売は16：00まで）
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 英語パンフレット、お茶の飲み方の英語資料、英語・中国語の案内表示

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 スタッフマスク、消毒液、換気、スタッフ検温、飛沫防止
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3 景勝地 千葉ポートタワー
国際貿易港・千葉港のシンボルとして、千葉県民 500 万人突破を記念し、1986 年 6 月 15 日千
葉県民の日にオープンした展望施設です。見晴らしが良ければ東京湾越しの富士山が、また、日没
以降は、日本夜景遺産に認定された琥珀色に輝く工場夜景がご覧頂けます。3 階には千葉市街を一
望できる展望レストラン「SEAGULL KITCHEN」がございます。

住所 千葉県千葉市中央区中央港1丁目 千葉ポートパーク内
電話番号（問い合わせ先） 043-241- 0125
ウェブサイトURL https://chiba-porttower.com/

営業時間
10月〜 5月9:00 〜19:00（土日祝〜20:00）
6月〜 9月9:00 〜21:00
※最終入館は閉館時間の30分前まで

定休日 年末年始 他
アクセス情報（バス） JR 京葉線・千葉モノレール 「千葉みなと駅」 より徒歩約12分
予約方法 団体でのご利用の際は、お電話にてご予約をお願いいたします。
実施時期 通年
費用の目安 大人420円、小中学生200円、未就学児無料
催行所要時間 20分程度
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）30名以上の場合、団体料金適用 1人180円
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語（パンフレット）
外国人への特別な対応 料金等基本情報の営業表記、英語版パンフレットの用意あり

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況 展望室、エレベーターに人数制限を設けております。館内は適宜換気しており、お手を触れる箇所のアルコール消毒を行っております。ご入館時の検温・消毒・マス
ク着用にご協力をいただいております。

4 アウトドア・
スポーツ 千葉ポートパーク

市外からすぐアクセスできる、東京湾を望む自然あふれる公園。広々とした園内には、コンサート
等も開催される芝生広場やテニスコート、ウォータープラザなどが整備され、四季折々に変化する
数多くの樹木が植えられています。春には桜が花を咲かせ、多くのお花見客で賑わいます。

住所 千葉県中央区中央港1丁目
電話番号（問い合わせ先） 043-247- 6049
ウェブサイトURL http://chiba-portpark.com/
営業時間 なし　※管理事務所は9:00 〜17:00
定休日 無　※管理事務所は年末年始休業（12月28日〜1月4日）
アクセス情報（バス） 無
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 30 〜 60分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 管理事務所トイレへの石鹸設置及び消毒
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4 アウトドア・
スポーツ 昭和の森フォレストビレッジ（キャンプ）

都心から1時間でアクセスできる、安心&快適な都市型キャンプ場。市街地のすぐ近くにあるとは思えないほどの自然に囲まれた場内で、オートキャンプや日帰りBBQが楽しめる。合宿施
設も併設しており部屋泊キャンプや企業研修×キャンプも可能。レンタル品や物販品だけでなく、お湯の出る炊事場や温水洗浄便座付きトイレなどの快適設備も充実しているので、初心者
やファミリーにも人気の施設。

住所 千葉県千葉市緑区小食土町955

電話番号（問い合わせ先） https://www.nap-camp.com/chiba/13586/topics_dtl/?campsite_
topics_id=2594

ウェブサイトURL https://www.nap-camp.com/chiba/13586
営業時間 フロント営業時間 9:00 〜20:00
定休日 水曜・木曜 （GW、夏休み、年末年始など長期休暇シーズンを除く）

アクセス情報（バス） JR 外房線土気駅下車、南口バス乗り場 「あすみ大通り経由大椎町南行
き」バスで約5分バス停「あすみ大通り中央」下車、徒歩約10分

予約方法
20名以上の団体利用の場合はお問い合わせください。
20名未満はインターネットによるオンライン予約

（事前オンラインカード決済）
実施時期 通年
費用の目安 プランによる（日帰り:500円/人〜、宿泊:3500円/区画〜）
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 最小催行人数:1名〜 / 定員:2名〜（プランによる）
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）貸切割引あり
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 日本語のみ
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況

●ご出発前の健康状態を必ずご確認ください。（検温など）●食材などはなるべくお客様の地元で調達ください。●ご家族（同一居住者）でご利用ください。特にグループ（同一居住者以外）
で単一のテントやシェルター等を共用することはお控えください。●場内での感染対策の徹底　
○管理棟やトイレなどでのマスクの着用　○炊事場、 洗面所での石鹸手洗いと消毒　○受付時のソーシャルディスタンス確保※社会情勢等 感染状況・各自治体からの要請等を考慮し、時短営
業や休業の実施、各種対応変更が生じる場合があります。予めご了承ください。
※変更が生じましたら改めて公式 HP および予約サイト等で発表をさせて頂きます。

4 アウトドア・
スポーツ 昭和の森フォレストビレッジ（宿泊）

市街地から近く、また自然豊かな合宿施設です。最大76名収容可能（50名〜貸し切りOK ！）の施
設で、虫や動物の鳴き声を聞きながら、非日常の宿泊体験学習を行うことが出来ます。

住所 千葉県千葉市緑区小食土町955
電話番号（問い合わせ先） 043-226-5801
ウェブサイトURL http://forestvillage.jp/
営業時間 9:00 〜17:30
定休日 年中無休

アクセス情報（バス）

車:千葉東金有料道路「土気中野IC」より約15分、千葉外房有料道路
「板倉IC」より約5分、圏央道「茂原北IC」より約6分、大網街道「土気
市民センター前」信号より茂原方面へ約2km（「土気高校入口」信号より
同方面へ約600m）左折※カーナビには 「千葉市 ユースホステル」とご
入力ください。電車:JR 外房線土気駅から徒歩30分
電車+バス:JR 外房線土気駅下車、南口バス乗り場 「あすみ大通り経由
大椎町南行き」バスで約5分、バス停「あすみ大通り中央」下車、徒歩約
10分

予約方法 電話、インターネット、各種予約サイト（楽天、じゃらんなど）
実施時期 通年
費用の目安 4,000円〜
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 定員76名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）キャンプファイヤーなど合宿ならではのコンテンツが可能
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 日々の清掃、換気、消毒。食堂にパーテーション設置。手指消毒用アルコールの設置。全部屋アルコールスプレーの設置。マスク着用の徹底　※入館時必須
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4 アウトドア・
スポーツ 千葉市泉自然公園 -BBQ& デイキャンプ広場

ご用意しているプランは、一日中のんびりと千葉市泉自然公園で過ごしたい方向けの『デイキャンププラン-5時間』と、手ぶらでそとごはんを楽しみたい方向けの『バーベキュープラ
ン-2時間』です。大人も子どもも大興奮のアスレチックアトラクション『フォレストアドベンチャー』がやってきたこともあり、一日かけてアトラクションや自然を満喫したい場合は、
デイキャンププランがおすすめ♪公園を訪れた際のランチなら、お手軽プライスのバーベキュープランをご活用下さい。

住所 千葉県千葉市若葉区野呂町108番地 BBQ広場
電話番号（問い合わせ先） 03- 6659-5070（火曜を除く10:00 〜17:00）
ウェブサイトURL https://izumi-park-bbq.com/

営業時間
＜BBQプラン＞　1部10：30 〜12：30（2時間）  
　　　　　　　　 2部12：45 〜14：45（2時間）
＜デイキャンププラン＞　11：00 〜16：00（最大5時間）

定休日 平日及び12月上旬〜 3月上旬

アクセス情報（バス） ＪＲ千葉駅東口バスターミナル10番乗場から「成東駅行き」、又は「中野
操車場行き」に乗り「泉公園入口」で下車(約45分) バス停から徒歩10分

予約方法 WEB
実施時期 3月下旬〜11月下旬
費用の目安 2,200円〜
催行所要時間 2時間〜
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可

大型バス受入
可 ※大型バスは、3月中旬〜 4月上旬のさくらまつり期間、及び11月上旬〜12月上旬
     のもみじまつり期間におきましては、受け付けておりません。
     ※大型バスの利用を行う場合、事前予約が必要となります。

団体優待・特典（体験・サービス）20 名以上の団体については個別対応可能
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無

食事提供施設 有 ※食事提供施設は、千葉市泉自然公園-BBQ&デイキャンプ広場のみとなります。
     その他レストラン等の飲食施設はありません。

対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況

・まん延防止等重点措置期間は、『酒類の販売ならびに持ち込み』を禁止しています。
・以下の感染拡大予防対策の実施も行っています。
【マスクの着用】共用部や通路など、区画外、食事以外では必ずマスクを着用下さい。予防対策に加え、すべてのお客さまが安心して楽しめる空間づくりの為、必ず実施して下さい。【大声大
騒ぎ禁止】他のお客さまに心配をかけないよう、大声で騒ぐ行為、合唱などは絶対にお止め下さい。【つば吐き禁止】区画内外にて、唾を吐く行為は、他のお客さまに不快感を与えるとともに、
感染症予防の観点からも絶対にお止め下さい。

4 アウトドア・
スポーツ フォレストアドベンチャー・千葉

アドベンチャーコースでは人気アクティビティ「ジップスライド」スリル満点の最長120m!キャノ
ピーコースは80分間遊べるプランですので、身長110cm以上あるお子さまからおじいちゃん、お
ばあちゃんまでご一緒にのんびり楽しんでいただけます。

住所 千葉県千葉市若葉区野呂町108番地
電話番号（問い合わせ先） 090-5535-1230
ウェブサイトURL https://fa-chiba.foret-aventure.jp/
営業時間 9:00 〜15:00（季節により変動）
定休日 不定休

アクセス情報（バス）
JR千葉駅東口バスターミナル10番乗場から「成東駅行き」、または「中
野操車場行き」に乗り「泉公園入口」で下車（約45分）。バス停から
徒歩20分

予約方法 https://fa-chiba.foret-aventure.jp/よりネット予約又は、お電話にて。
実施時期 通年
費用の目安 2,800 〜 3,800円
催行所要時間 90分前後
最少催行人数／定員 -
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可 （時期により不可能な期間有り）
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 日本語のみ
外国人への特別な対応 安全講習の動画を英語バージョンを使用して対応

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 ご利用のお客様はマスクと軍手の着用必須

31 32



4 アウトドア・
スポーツ 稲毛海浜公園

稲毛海浜公園は、東京湾沿岸に位置する長さ約3km、面積約83haの広大な土地に様々な施設が集
まった総合公園です。園内には、海水浴場、プール、ヨットハーバー、運動施設、バーベキュー場、植
物園などをはじめとした様々な施設が整備されています。

住所 千葉県千葉市美浜区高浜7丁目2番1号
電話番号（問い合わせ先） 043-279- 8440

ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/
chuo-mihama/inagekaihinkoen.html

営業時間 常時開放
定休日 無休

アクセス情報（バス） JR 京葉線「稲毛海岸」駅から海浜交通バス「海浜公園プール行き」で終
点下車すぐ

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 30 〜 60分
最少催行人数／定員 1人
団体受け入れの可否 要相談
100名以上の受け入れの可否 要相談
大型バス受入 要相談
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 無

4 アウトドア・
スポーツ small planet CAMP&GRILL

公園の恵まれた自然環境を活かしたゾーニングと、モダンなボタニカル演出により、快適な時間をお過ごしいただける空間を創りました。太陽と風を感じながらホワイトサンドビーチ
で体験できるヨガやマインドフルネス、公園の植物を活かしたハーブポット作り、そしてオリジナルの器が作れるブッシュクラフトなど、様々なアクティビティも取り揃えました。

住所 千葉県千葉市美浜区高浜7丁目2番
電話番号（問い合わせ先） 080-3541-7187
ウェブサイトURL https://sunsetbeachpark.jp/smallplanet/

営業時間 Café 11:00-16:00
Glamping チェックイン15:00 ／チェックアウト10:00

定休日 不定休

アクセス情報（バス）
JR 総武線稲毛駅からお越しの場合:稲毛駅西口2番バス乗り場から、千
葉海浜交通バス「海浜公園プール行き」もしくは「高浜車庫行き」に乗
車、「花の美術館」下車。

予約方法 https://book.sunsetbeachpark.jp/plans
実施時期 通年
費用の目安 17,600円（1人）
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 2名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 要事前相談
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況

・すべてのお客様に来訪時に手のアルコール消毒、手洗いをお願いしております。
・来訪いただくお客様にマスク着用をお願いしております。
・熱のある方、継続的な咳のある方の滞在をお断りしております。
・お客様へのレンタル品・備品について、必ず消毒してからお渡ししております。
・トイレシャワーのドアノブ・シンクなど、お客様同士の手の触れる部分の清掃を徹底してまいります。
・スタッフの健康管理を徹底し、体調不良のスタッフは勤務させておりません。
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4 アウトドア・
スポーツ アクアリンクちば

夏でも冬でも、通年で楽しめるアイススケート場です。天候に左右されず楽しめますので、校外学
習での利用も多く、氷の上を滑る独特の爽快感が生徒から好評です。軽食レストランも併設してい
ます。

住所 千葉県千葉市美浜区新港224-1
電話番号（問い合わせ先） 043-204-7283
ウェブサイトURL http://aquarink-chiba.jp/
営業時間 スケート:全日9:00 〜18:00
定休日 スケート:無休（大会等で臨時休館や営業時間の変更あり）

アクセス情報（バス）
JR 総武線稲毛駅（西口）1番または5番バス停「アクアリンクちば行」終
点下車JR 京葉線稲毛海岸駅（南口）2番バス停「アクアリンクちば行」
終点下車

予約方法 一般利用（9:00 〜18:00）は不要

実施時期 通年
※大会等で使用できない場合があります。電話等で確認の上、来場ください。

費用の目安 1,001 〜 3.000円
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1人／ 1,000人
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）滑走者20名以上の団体利用、校外学習は割引料金あり（要予約）
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 実施中　・検温の実施　・マスク着用　・アルコール消毒　 ・「個人・団体利用確認書」の提出 （事前に記入） 

4 アウトドア・
スポーツ JFA 夢フィールド幕張温泉 湯楽の里

日本サッカーを強くする一大拠点「JFA夢フィールド」の敷地内にあるスポーツリラクゼーション
をコンセプトとした日帰り温泉施設です。海を眺めながらの展望露天風呂や岩盤浴「ナノミストア
トラクション幻夢」等、最高のロケーションと極上のリラクゼーションをお楽しみいただけます。

住所 千葉県千葉市美浜区美浜26（JFA夢フィールド内）
電話番号（問い合わせ先） 043-205- 4126
ウェブサイトURL https://www.yurakirari.com/makuhari/
営業時間 9:00 〜24:00（最終受付23:00）
定休日 年に数回メンテナンス休館あり
アクセス情報（バス） JR 京葉線海浜幕張駅より徒歩約20分 ※無料送迎バスあり
予約方法 予約なし
実施時期 通年
費用の目安 平日1,050円〜　休日1,300円〜
催行所要時間 60分〜120分程度
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可　※日時や人数については店舗と要相談
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況
・受付にビニールカーテンの設置　・館内に手指消毒剤を設置　・従業員のマスクの着用の義務づけ、出勤時の体温は37.5度以上で出勤停止
・お客様の接触がある箇所の定期消毒

【お客様へのお願い】
・浴室、脱衣所での会話の禁止。黙浴の推奨　・マスクの着用（ワクチン接種有無に関わらず）　・人と人との間隔を空けてのご利用
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4 アウトドア・
スポーツ KURKKU FIELDS

「農業」「食」「アート」の3つのコンテンツを軸においしさや心地よさを提供するサステナブルファー
ム&パーク「KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）」。30haの広大な敷地では農場ならではの
体験プログラムやイベントを開催。農場で採れた有機野菜やミルク、卵など場内の恵みを味わえる
メニューを季節毎にご用意。また、アート鑑賞、子供が自由に遊べる遊具や広場もあり、カップルか
らファミリーまでゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。

住所 千葉県木更津市矢那2503
電話番号（問い合わせ先） 0438-53- 8776
ウェブサイトURL https://kurkkufields.jp/
営業時間 10:00 〜17:00 （ダイニングレストランのみ11:00 〜16:00L.O.）
定休日 祝日以外の火・水曜日

アクセス情報（バス）
車の場合:館山道木更津北ICもしくは君津ICより約15分
JR 東京駅・バス:（アクシー号・鴨川方面行き:約70分）→「かずさアーク」
バス停から徒歩30分、もしくは「クルックフィールズ入口」バス停から徒
歩10分

予約方法 ダイニングレストランの予約は不可、宿泊予約はHPからお願いします。
実施時期 通年
費用の目安 500円〜
催行所要時間 60 〜180分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可 ※要連絡
100名以上の受け入れの可否 可 ※要相談&予約
大型バス受入 可 ※要連絡
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 入場時の手指消毒、検温、アルコール設置、入店制限、パーテーションの設置、従業員マスク着用、従業員出勤時検温など

4 アウトドア・
スポーツ Sport & Do Resort リソルの森 

100万坪にも及ぶ広大な敷地には、グランピングや天然温泉を通じ、森そのものを満喫できる「グ
ランヴォー スパ ヴィレッジ」をはじめ、フォレストアドベンチャー「ターザニア」、各種スポーツ施
設やクリニック、レストラン、ホテルなど、若い方からご家族連れ、熟年世代まで、幅広いニーズにお
応えできる施設とアクティビティをご用意しました。のんびり自然と触れ合ったり思う存分遊びや
スポーツに興じたり。自由におすごしください。

住所 千葉県長生郡長柄町上野521- 4
電話番号（問い合わせ先） 0475-35-3333
ウェブサイトURL https://www.resol-no-mori.com/
営業時間  9:00 〜17:00（電話受付時間）
定休日 施設によって異なる
アクセス情報（バス） JR誉田駅より無料シャトルバスで20分
予約方法 電話、公式HP
実施時期 通年
費用の目安 施設により料金が異なるためHP参照
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 施設により催行人員が異なるためHP参照
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 https://www.resol-no-mori.com/covid19/
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4 アウトドア・
スポーツ 千葉港めぐり観光船

乗って楽しく見て学べる観光船。貨物取扱量全国第二位を誇る国際貿易港湾の『千葉港』を行きか
う大型タンカーやJFE東日本製鉄所をはじめとした京葉工業地帯を海上から間近に近づいて見学い
ただける遊覧船ツアー。潮風を感じながら、海上散歩を満喫してください！

住所 千葉県千葉市中央区中央港1丁目20-1 ケーズハーバー1階
電話番号（問い合わせ先） 043-205- 4333
ウェブサイトURL http://www.chiba-port.com/
営業時間 9:00 〜18:00
定休日 年末年始
アクセス情報（バス） JR 京葉線・千葉都市モノレール 千葉みなと駅下車、徒歩6分
予約方法 15名様以上団体様のみご予約可
実施時期 通年
費用の目安 1,200円〜
催行所要時間 40分〜
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可　※乗降のみ
団体優待・特典（体験・サービス）有　※団体１割引
駐車場 有（コインパーキング）
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無（翻訳機対応のみ）
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 受付時・乗船時 アルコール消毒・体温チェック設置・マスク着用

4 アウトドア・
スポーツ 鋸

のこぎり

山
やま

ロープウェー株式会社
鋸山は海抜329m、南房総国定公園に指定されており、鋸山山麓駅から鋸山山頂駅を結ぶ全長680m、乗車時間約4分の空中散歩を楽しめます。鋸山山頂展望台からの眺めは、遠くに富士山、天城山、
伊豆大島、近くに三浦半島や東京湾を一望する事が出来ます。山頂駅から10分程歩くと、日本寺西口管理所に行く事が出来ます。 拝観料を払い、境内に入ると「地獄のぞき」や「百尺観音」、「薬師瑠
璃光如来」を見て回る事が出来ます。（約90分）

住所 千葉県富津市金谷4052-1
電話番号（問い合わせ先） 0439- 69-2314
ウェブサイトURL http://www.mt-nokogiri.co.jp/

営業時間 9:00 〜17:00（2月16日〜11月15日）
9:00 〜16:00（11月16日〜2月15日）

定休日
1月中旬頃に1年検査のため、営業を休止します。期間は工事内容等に
より変わりますので、ホームページ等でご確認下さい。荒天の場合、運
転を休止することがあります

アクセス情報（バス） 館山自動車道 富津金谷ICから国道127号線を舘山方向へ約5分

予約方法

貴社でフォーマットやテンプレートをお待ちの場合はそちらをご利用ください。お持
ちでない場合は、当社HPにあります申込書にご記入の上、事前にFAXでご連絡下さ
い。ご予約いただいていない場合、混雑時にはバスでのご来場をお断りする場合がご
ざいます。ロープウェー乗車に関して、個人のお客様と同様に先着順となります。優先
入場はございません。ご了承ください。

実施時期 定休日と同じ

費用の目安 往復:大人950円、小人450円 片道:大人500円、小人250円
（日本寺内を散策する場合、別途拝観料が必要になります）

催行所要時間 30分（日本寺内を散策する場合、コースによって変わります）
最少催行人数／定員 1名からでも可/30名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス） 25名様以上で1割引き
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 ・消毒液の設置　・通気性を上げるため窓を開けての運行　・密を防ぐため定員を減らしての運行
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5 乗り物
（交通） 千葉都市モノレール株式会社（貸切列車・車両基地見学）

世界最長の懸垂型モノレールとして、2001年にはギネス登録もされている『千葉都市モノレール』
を、１編成丸ごと貸切旅行などにご利用いただけます。オプションで、普段は見ることの出来ない
線路内部やモノレールの仕組みなどを社員が徹底解説する『車両基地見学』をご用意！

住所 千葉県千葉市稲毛区萩台町199-1
電話番号（問い合わせ先） 043-287- 8215　MAIL:gyoumu_1@chiba-monorail.co.jp
ウェブサイトURL https://chiba-monorail.co.jp/index.php/ryoukin/kashikiri/
営業時間 貸切列車運行時間:要相談車両基地見学可能時間:9:00 〜17:00
定休日 年末年始および工事等による運行不可日
アクセス情報（バス） 穴川ICより約5分（本社）本社敷地内駐車可
予約方法 HP申込フォーム ・ 電話 ・ メールにて受付
実施時期 通年
費用の目安 30,000 〜200,000円
催行所要時間 120分〜
最少催行人数／定員 10 〜 40名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 消毒・マスク着用・列車内換気・検温など適宜対応しております

6 文化財 妙
みょう

見
けん

本
ほん

宮
ぐう

 千
ち

葉
ば

神
じん

社
じゃ

人の星（＝人の運命）を司る北極星の神様「妙見さま」をお祀りする総本宮。「妙見さま」は源頼朝
を助けて、鎌倉幕府の成立に大きく貢献した千葉氏の守護神です。悪い星を除け善い星へ導く厄除
開運と、方位方角に関わる災いを避ける八方除の二つの力を求めて、多くの参拝客が訪れます。日
本で唯一の重層社殿があります。

住所 千葉県千葉市中央区院内1-16-1
電話番号（問い合わせ先） 043-224-2211 （9:00 〜17:00）
ウェブサイトURL https://www.chibajinja.com

営業時間
開門6:00 〜 閉門18:00
御守等授与窓口8:45 〜17:00
祈祷受付9:00 〜15:45

定休日 無

アクセス情報（バス） JR千葉駅東口より「千葉駅北口行」「西千葉駅行」乗車にて、院内町バス
停徒歩3分

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 30分程度
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 国道126号線を除く近隣道路で乗降のみ可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 無
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 建物内に入る方に関してはマスク着用必須。御祈祷昇殿人数制限あり
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6 文化財 千葉市ゆかりの家・いなげ
保養地としての稲毛の歴史を今に伝える貴重な和風別荘建築で、ラストエンペラー・愛新覚羅溥儀
の実弟である溥傑が、妻・浩と半年ほど新婚時代を過ごしました。その建築的・歴史的価値が評価
され、千葉市地域文化財に指定されています。

住所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-16-12
電話番号（問い合わせ先） 043-244-5370

ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/
chiikibunkazai-yukari.html

営業時間 9:00 〜16:30

定休日 月曜・祝日（月曜が祝日の場合、翌火曜日も休館。5月3日〜 5日を除く） 
・年末年始

アクセス情報（バス） 京成稲毛駅より徒歩7分、JR稲毛駅より徒歩14分
予約方法 団体での見学を希望の場合のみ、事前にご連絡ください。
実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 30分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 英語、中国語（パンフレット配架のみ）
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 手指消毒、検温

6 文化財 旧神
かみ

谷
や

伝
でん

兵
べ

衛
え

稲毛別荘（千葉市民ギャラリー・いなげ内）
浅草の神谷バーや茨城の牛久シャトーの創設者で日本の「ワイン王」と言われた神谷伝兵衛が大正7
年に建てた別荘洋館です。葡萄を模った天井飾りや欄間など、神谷氏らしい室内意匠もみどころです。
住所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1- 8-35 千葉市民ギャラリー・いなげ内
電話番号（問い合わせ先） 043-248- 8723
ウェブサイトURL https://galleryinage.wordpress.com/
営業時間 9:00 〜17:15（入場は17:00まで）
定休日 月曜（祝日の場合は翌平日）、年末年始

アクセス情報（バス）
電車:京成稲毛駅より徒歩7分、JR稲毛駅より徒歩17分、
車:国道14号下り車線沿い浅間神社前交差点より300m （駐車場9台）
バス:JR 総武線「稲毛駅」西口①②③番乗り場から1駅「京成稲毛駅入
口」下車、徒歩5分

予約方法
団体で見学の際は、千葉市民ギャラリー・いなげまでご連絡ください。
※現在コロナウイルス感染拡大防止のため、入場を10名に制限させてい
ただいております。

実施時期 通年
費用の目安 無料
催行所要時間 30分程度
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 不可

団体優待・特典（体験・サービス）現在コロナウイルス感染拡大防止のため、スタッフによるガイド（解説）
は中止しております

駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無

外国人への特別な対応 旧神谷伝兵衛稲毛別荘パンフレットに英語、中国語、韓国語のホーム
ページ閲覧QRコード記載

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況
①「37.5℃以上の発熱があった」「咳・咽頭痛などの風邪症状がある」「過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある」いずれかに該当する方は来場を自粛いただくよ
うお願いいたします。②室内が大変狭いことから、密集を避けるために入場制限を設けています（10名まで）。そのため、館外でお待ちいただく場合がございます旨ご了承下さい。③来館時は咳エ
チケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒をお願いいたします。④施設管内では人との接触を避けるため、来場された方同士の間に最低1m、可能であれば2mの距離を確保願います。⑤ギャラリー
棟（展示室・制作室）への入場制限を、30名とさせていただきます。⑥近距離での発話を避けるため、スタッフによるガイド（解説）は中止しております。
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6 文化財 チバニアン（チバニアンビジターセンター）
日本で唯一、世界でも 77 か所しかない GSSP（国際境界模式層断面及びポイント）認定地です。

住所 千葉県市原市田淵1157（チバニアンビジターセンター）
電話番号（問い合わせ先） 0436-96-2755（ビジターセンター） 080-7025- 0316（同携帯）
ウェブサイトURL https://www.tabuchi-chibanians.com

営業時間 9:00 〜17:00（4月〜 9月）　9:00 〜16:00（10月〜 3月）
地層見学自由です

定休日 毎週木曜日 年末年始（12月29日〜1月3日） 地層見学は自由です
アクセス情報（バス） 最寄り駅は小湊鉄道月崎駅（徒歩25分） ※バスはありません

予約方法

チバニアンガイドは10日前までにFAXかメールで申し込んでください。10日を過ぎ
た場合はあらかじめ電話での問い合わせをお願いします。申込用紙は市原市、市原市
観光協会、NPO法人田淵チバニアンズのいずれかのHPからダウンロードできます。
申込先メールアドレスはNPO法人のHPに掲載しています。ビジターセンターや地層
の見学は予約は必要ありません。

実施時期 年末年始以外

費用の目安 15人まで1,500円　30人まで3,000円　それ以上は要相談
※チバニアンガイドの場合です。地層やビジターセンターの見学、駐車料金は無料です。

催行所要時間 60分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可

100名以上の受け入れの可否 ※50人以上はご案内の仕方が変わり、時間も1時間半くらいかかります。
要相談でお願いします。

大型バス受入 ※大型バスは駐車場に入れません。あらかじめチバニアンビジターセン
ターにお問い合わせください。

団体優待・特典（体験・サービス）有料の案内ガイドに申し込んでくださった方全員にチバニアン缶バッジ
プレゼント

駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 アルコール消毒、検温装置、空気清浄機設置。ビジターセンター入場者には氏名・電話番号の確認

7 味覚狩り ドラゴンファーム
成田からは車で40分、都内からでも50分という好立地！ 17種類のイチゴを食べ比べすることがで
きる、バリアフリー完備の農園です。高設栽培で、ベビーカーや車イスでも摘み取り楽々。いちご
狩り後は淹れたてコーヒーのサービスがあります。園で採れたイチゴやブルーベリーを使ったジャ
ム、焼き菓子等のお土産も好評です。

住所 千葉県千葉市若葉区小倉町1354
電話番号（問い合わせ先） 043-235-3788
ウェブサイトURL http://dragonfarm.site/
営業時間 11:00・14:00（2部制）
定休日 不定休
アクセス情報（バス） 電車 モノレール千城台北駅下車、徒歩30分　京葉道路貝塚ICより10分
予約方法 ネット（じゃらん） 電話
実施時期 1月〜 5月中旬
費用の目安 3,000円
催行所要時間 30分
最少催行人数／定員 1 〜100名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 英語（対応スタッフがいるときに限る）
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 従業員の健康管理、お客様のマスク着用、各場所に消毒設置等
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7 味覚狩り ガイヤファーム（横田ファーム）
数種類の品種が楽しめるイチゴ狩りは、高設栽培なので子どもや高齢者の方もラクラク摘み取りがで
きます。バリアフリートイレあり。その他、時期によってイモ掘りなど季節の野菜が収穫できます。

住所 千葉県千葉市緑区平山町 1048
電話番号（問い合わせ先） 080-3096-3944
ウェブサイトURL https://child-niwa.jimdofree.com/
営業時間 10:00 〜
定休日 火・金曜日
アクセス情報（バス） JR 外房線「鎌取駅」からタクシー
予約方法 じゃらんネット
実施時期 1 〜 5 月
費用の目安 2,500 〜 1,500 円（大人）
催行所要時間 40 分
最少催行人数／定員 4 名〜
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可　※時期は要問合せ
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無（ポケトークあり）
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況 県の指針による
マスクの着用、こまめな手洗い、手指の消毒、一定の距離を保つ（最低1m）、入園時に検温等

7 味覚狩り フルーツランドとけ観光いちご園 エーアト・ベーレ
1500坪もの広さを誇る、千葉県最大級のいちご狩り専用ハウス。イチゴは7種類あり、高設栽培な
ので小さなお子様、車椅子の方も楽に摘み取れます。大きな一つのハウスの為密になりにくいです。
休憩所、直売所もあります。

住所 千葉県千葉市緑区大高町26-34
電話番号（問い合わせ先） 043-294- 0757
ウェブサイトURL 無
営業時間 9:00 〜　※当日分のいちごがなくなり次第終了
定休日 不定休　※いちごのなり次第です

アクセス情報（バス）
JR 土気駅からバスで10分
※路線バスの本数が少ないので、タクシーをおすすめします。
車：千葉外房有料道路「誉田インター」下車、車で7 〜 8分

予約方法 団体のみ電話で要予約
実施時期 1月3日〜 5月下旬

費用の目安

30分食べ放題
1/3 〜 4/3：大人（小学生以上）2,000円、小人（4 〜 6歳 未就学児）
1,800円、幼児（2 〜 3歳）700円
4/4 〜 5/8：大人1,600円、小人1,400円、幼児700円
5/9 〜 5月下旬：大人1,000円、小人800円、幼児400円
2歳未満無料

催行所要時間 60分、30分食べ放題
最少催行人数／定員 実のなり次第です
団体受け入れの可否 可　※要予約
100名以上の受け入れの可否 可　※要予約
大型バス受入 可　※要予約
団体優待・特典（体験・サービス）20名様以上（同額料金）で100円割引
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 お客様同士が密にならないようにし、必ず消毒をしてから行います。いちご狩りをしている間は黙食
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7 味覚狩り いちご農園ワイズアグリ
2021年に開園した新しい農園です。最新の設備と技術で、甘いイチゴがたくさん食べられます!
1組1棟ずつお貸し出しする贅沢スタイルで、コロナ対策もばっちりです!いちごは5品種の食べ比
べができます。季節によって変わっていくイチゴの味を堪能できます!

住所 千葉県千葉市若葉区御殿町699-12
電話番号（問い合わせ先） 070- 8431-7983
ウェブサイトURL https://ys-agri.jp/
営業時間 9:00 〜16:00
定休日 月曜日

アクセス情報（バス） 千葉都市モノレール千城台駅から約3km
（タクシーで10分：約2,000円／バス約7分：御殿三叉路300円）

予約方法

1.じゃらん経由のネット予約:https://www.jalan.net/kankou/spt_
guide000000211993/

2.電話:070-8431-7983
 （①お名前、②予約希望日時、③人数、④連絡先をお伝えください）
3.LINE:https://line.me/R/ti/p/%40821zwgat

実施時期 1月4日〜5月30日
費用の目安 大人2,500円
催行所要時間 イチゴ狩り45分+説明時間15分=約60分
最少催行人数／定員 最少2名/定員1組8名迄
団体受け入れの可否 不可　※コロナ禍のため。状況が収まれば可能
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 マスク着用、1 組 1 棟ごとの貸し出し、手の消毒、いちご狩り時の手袋・ハサミの使用、食べる場所と摘み取る場所の確保

8 体験 わたしの田舎 谷
や

当
とう

工房
無添加で安心な食品作り体験や、キャンプ場、田んぼなどで様々な自然体験を行っています。春は
タケノコ掘り、夏は流しそうめん、秋はキャンプ、冬は味噌教室など、四季に応じた体験プランをご
用意してます。自然豊かな空間の中で、気軽に「田舎あそび」を体験してみませんか?

住所 千葉県千葉市若葉区谷当町70
電話番号（問い合わせ先） TEL/FAX 043-239- 0645
ウェブサイトURL http://satoyamaasobi.com/
営業時間 9:00 〜20:00
定休日 年中無休

アクセス情報（バス） モノレール千城台駅からさらしなバス（農政センター行ルートA）谷当2
番下車1分

予約方法 電話・メール・ファックス
実施時期 通年
費用の目安 2,550 〜 3,000円
催行所要時間 120 〜180分
最少催行人数／定員 1 〜25人
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 千葉県飲食店感染防止基本対策確認店　アクリル板等の設置（又は座席の間隔の確保）、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底など
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8 体験 千葉市ふるさと農園
農業に対する理解を深める場として、農業体験や料理など様々な教室を行っているほか、栽培指導
付きの市民農園やバーベキュー場など、憩いの場としてご利用頂ける施設です。

住所 千葉県千葉市花見川区三角町656-3
電話番号（問い合わせ先） 043-257-9981
ウェブサイトURL http://www.chiba-furusatonouen.jp/
営業時間 9:00 〜21:00 ※田園エリアは17:00まで
定休日 月曜日

アクセス情報（バス）

モノレール・スポーツセンター駅から「勝田台駅」行き・または、16号
横断し「こてはし団地」行き、犢橋高校入口下車、徒歩10分JR稲毛駅か
らバス「こてはし団地」行きで犢橋高校入口下車、徒歩10分JR新検見
川駅からバス「草野車庫」「いきいきプラザ」行きでいずれも鉄鋼団地経
由、犢橋中学校下車、徒歩3分

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入園料無料
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 要相談
100名以上の受け入れの可否 要相談
大型バス受入 要相談
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 マスクの着用・手洗い・手指消毒の徹底、発熱や体調がすぐれない場合などは施設の利用を控えて頂くなど、感染拡大予防策実施

9 郷土料理 ちば郷土料理 千
ち

寿
ず

惠
え

千産千消をモットーに、40年以上続く伝統的な郷土料理専門店。旬の食材をふんだんに使用し、
女将が基本に忠実な調理法で提供するこだわりの料理で、日本の四季をお楽しみください。

住所 千葉県千葉市中央区栄町16-2
電話番号（問い合わせ先） 043-225- 6688
ウェブサイトURL https://www.chizue.com/
営業時間 17:00 〜23:00
定休日 日曜・祭日は予約のみ
アクセス情報（バス） JR千葉駅から徒歩6分、千葉都市モノレール栄町駅から徒歩2分
予約方法 店に電話予約、食べログ・ぐるなび予約
実施時期 通年
費用の目安 5,000円
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 1名〜
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 無
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 千葉県飲食店感染防止基本対策確認店
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10 地元人気料理 廻らない回転寿司 いちじゅう
ハラール対応のできる廻らない回転寿司 コース有・食べ放題あり（要確認）。

住所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6-27-13
電話番号（問い合わせ先） 043-305-5867
ウェブサイトURL https://sushi-ichizyu.com/
営業時間 11:00 〜22:00
定休日 無

アクセス情報（バス）
幕張本郷駅北口徒歩2分　京葉道路幕張インターより、車で10分
東関東自動車道習志野インターより、車で12分
京葉線海浜幕張駅より、幕張本郷駅行き15分

予約方法 TEL、又はWEB
実施時期 通年（繁忙期不可）
費用の目安 3,000 〜 5,000円
催行所要時間 90分
最少催行人数／定員 6名様〜 50名様（20名以上はセット又はコースに限る）
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 近隣の道路で乗降のみ可　※中型バスの受け入れは可能
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 一部英語メニューあり
外国人への特別な対応 ハラール【ハラル認証店】、ベジタリアン

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 テーブル等に対面上にビニール等で仕切り、検温、アルコール設置、他

10 地元人気料理 さかえ寿司
昭和51年3月にスタートした、すしと和食の豊富なメニューがリーズナブルに楽しめるすし店で
す。地魚が楽しめる房総のタネに、目も味もおなかも満足させてくれる丼ものも人気です。店主は

「日本食普及の親善大使」として世界各国で寿司の技術や知識、文化を伝えていらっしゃいます。

住所 千葉県千葉市美浜区高洲1-16-25
電話番号（問い合わせ先） 043-246- 8126
ウェブサイトURL http://sakaezushi01.com
営業時間 11:00 〜15:00、16:00 〜22:00
定休日 毎水曜日、第3火曜日

アクセス情報（バス） JR稲毛駅より稲毛海岸駅方面行2つ目のバス停で下車5分、総武線稲
毛海岸駅より徒歩8分

予約方法 電話にて受付
実施時期 通年
費用の目安 昼1,000 〜2,000円　夜3,000 〜 4,000円
催行所要時間 60 〜 90分程度
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 スマートフォンでほぼ外国語対応可能
外国人への特別な対応 Wi-Fi設備あり

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況
・店内：定期的な換気。隣客との距離確保または間仕切りあり。カウンター席は仕切りがされ、テーブル席は他のお客様と一緒にならないよう仕切られております
・従業員：出勤前の検温。マスク常時着用。手洗い・うがいの徹底
・お客様：手指消毒液の用意。入店時の検温
・その他：従業員は全員コロナウイルス予防接種済です

53 54



10 地元人気料理 ザ・サーフ オーシャンテラス
稲毛海浜公園内に位置し、レストラン棟、バンケット棟、ホール棟を備えた複合施設。室内からは、
広がる海と空を見渡すことができます。レストランでは、魚介料理を中心に、フレンチの技法をベー
スにしたオリジナルメニューをご提供。バンケットは、セミナーや各種パーティ、イベント、ご結婚
式など幅広くご利用いただけます。（コース料理・ブッフェ料理などご要望に応じて対応可）

住所 千葉県千葉市美浜区磯辺2- 8-3稲毛海浜公園内
電話番号（問い合わせ先） レストラン 043-279- 4155 ／バンケット 043-279- 4122
ウェブサイトURL http://www.the-surf.jp/

営業時間

レストラン棟 レストラン
平日：LUNCH 11:00 〜15:00（L.O. 14:30）、　DINNER 17:00 〜21:00（L.O. 20:30）
土日祝：11：00 〜 21：00（L.O. 20:30）
レストラン棟 軽飲食施設（ベーカリー）11：00 〜 18：00
バンケット棟・ホール　平日12:00 〜 18:00　土日祝 9:00 〜 20:00

定休日 レストラン棟:火曜日（祝日除く）
バンケット棟・ホール棟:火曜日・水曜日（祝日除く）

アクセス情報（バス）
JR 京葉線検見川浜駅北口より千葉海浜交通バス11分「稲毛ヨットハーバー」終点下
車JR 総武線新検見川駅南口より千葉海浜交通バス18分「稲毛ヨットハーバー」終点
下車国道14号・357号浅間神社交差点を海側へ曲がり、約2km直進し、海浜大通り
を右折し約1km。（駐車場有）

予約方法 TEL・公式HPより
実施時期 通年
費用の目安 利用目的・内容により異なります。
催行所要時間 プランによる
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可※バンケット棟 100名以上可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）お食事金額より10％ OFF（税サ込） ※バンケット棟ご利用時のみ ※ドリンクは対象外
駐車場 有※施設ご利用のお客様のみ可
トイレ 有※施設ご利用のお客様のみ可
休憩所 無
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無※その他、アレルギー対応などは事前要相談

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応

刻み食対応
（要事前相談）

レストランでの
器具の貸出

車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 政府・自治体からの要請、業界ガイドラインに則り、感染症対策を徹底し営業しております

11 食料品
（市場） 千葉市地方卸売市場

市民の日常生活に欠くことのできない生鮮食料品等を卸売する市場です。新鮮な食料品の買い物
や、市場ならではのお食事が楽しめます。毎月第2・第4土曜日は市民感謝デーを開催！通常入れな
い水産棟での買い物ができます。

住所 千葉県千葉市美浜区高浜2-2-1
電話番号（問い合わせ先） 043-248-3200

ウェブサイトURL https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/ichiba/kan-
sya-day.html

営業時間 市民感謝デー（現在休止中） 毎月第2第4土曜日の8:00 〜正午頃まで
※市民感謝デー休止中も関連棟は市場営業日10:00以降入場可

定休日 市場カレンダーのとおり　https://www.city.chiba.jp/keizainosei/
keizai/ichiba/documents/r4ichibacalendar.pdf

アクセス情報（バス） 千葉海浜交通バス「高浜車庫」下車徒歩5分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1名

団体受け入れの可否 可　※団体の場合は、事前に相談をお願いします。円滑な市場業務遂行
のため、お断りする場合もあります

100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 要相談
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 消毒用アルコール設置
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12 土産品取扱店 加曽利 房の駅
千葉のおいしいを大切に。2,000 品以上の品揃え鮮度抜群の野菜・果物は地元の生産者が直接届け
てもらっています。

住所 千葉県千葉市若葉区加曽利町 312-1
電話番号（問い合わせ先） 043-232-3700
ウェブサイトURL https://fusanoeki.fusa.co.jp/kasori/
営業時間 8:30 〜 20:00
定休日 無休
アクセス情報（バス） 東金線「加曽利バス停」下車、徒歩 2 分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 30 〜 60 分
最少催行人数／定員 1 名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況 スタッフ出勤前検温、スタッフのマスク着用での接客及び業務、レジカウンター飛沫防止ガード、お客様用消毒アルコール設置、スタッフルームの定期的換気。
お客様のマスク着用をお願いいたします。店内では、レジにてフロアステッカーに沿った列間隔の確保をお願いしております

12 土産品取扱店 横
よこ

戸
ど

 房の駅
千葉のおいしいを大切に。2,000 品以上の品揃え鮮度抜群の野菜・果物は地元の生産者が直接届け
てもらっています。

住所 千葉県千葉市花見川区横戸町 1131-1
電話番号（問い合わせ先） 047-480-2350
ウェブサイトURL https://fusanoeki.fusa.co.jp/yokodo/
営業時間 8:30 〜 20:00
定休日 無休
アクセス情報（バス） 勝 01「弁天入口バス停」下車、徒歩 1 分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 30 〜 60 分
最少催行人数／定員 1 名
団体受け入れの可否 可　※団体等は直接お問い合わせください。
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 無
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況 スタッフ出勤前検温、スタッフのマスク着用での接客及び業務、レジカウンター飛沫防止ガード、お客様用消毒アルコール設置、スタッフルームの定期的換気。
お客様のマスク着用をお願いいたします。店内では、レジにてフロアステッカーに沿った列間隔の確保をお願いしております
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12 土産品取扱店 ペリエマルシェ千葉
通勤・通学をはじめ、買い物や旅行など様々な場面で多くのお客様に利用されている駅の立地を活
かし、千葉の食の魅力を発信しています。千葉県の様々な美味しいものだけでなく、農産物コーナー
もあり、千葉県産や日本のおいしい野菜や果物を豊富に取り揃えています。

住所 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉3 階
電話番号（問い合わせ先） 0476-22-1204
ウェブサイトURL https://www.perie.co.jp/chiba/
営業時間 10：00 〜21：00
定休日 ペリエ千葉の定休日に依る

アクセス情報（バス）
JR千葉駅より徒歩0分
京成千葉駅より徒歩1分
モノレール千葉駅より徒歩1分

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 不可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 不可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 有 ※HP案内にて、多言語（英語、中国語、韓国語）対応
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況
(1) 接客禁止事項　大声での呼び込みの禁止、試食・試飲の提供の禁止
(2) 感染防止備品の準備　販売スタッフ全員のマスクの着用、レジ周辺の飛沫感染防止対策、アルコール消毒液設置、レジ係の手袋着用
(3) ソーシャルディスタンスの考慮　レジ前の列対策、売場レイアウトにおける密集予防
(4) 体調管理　検温等スタッフの体調確認の徹底

13 雑貨・家電・
衣類 そごう千葉店・ジュンヌ

ファッション、コスメ、インテリア雑貨からデパ地下グルメ、レストラン、サービス施設まで豊富
な商品を提供する百貨店の本館と、ファッションやビューティーなどの専門店が集合した別館から
なる大型商業施設。

住所 千葉県千葉市中央区新町 1000 番地
電話番号（問い合わせ先） 043-245-2111（大代表）
ウェブサイトURL https://www.sogo-seibu.jp/chiba/

営業時間 10:00 〜 20:00（全館）11:00 〜 22:00（10 階レストラン街ダイニ
ングパーク）

定休日 不定休

アクセス情報（バス） JR 千葉駅中央改札南口より徒歩約 5 分
京成千葉駅西口改札より徒歩約 1 分

予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 60 〜 120 分
最少催行人数／定員 1 名
団体受け入れの可否 要相談
100名以上の受け入れの可否 要相談
大型バス受入 要相談
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 翻訳機設置（ポケトーク） 1・4 階ご案内所、1 階化粧品売場
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 https://www.sogo-seibu.jp/special-notice/
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13 雑貨・家電・
衣類 イオンモール幕張新都心

4 つのモールから構成され、ショッピングにグルメ、アミューズメント、エンタメと 1 日中お楽し
み頂けるモールです !

住所 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1
電話番号（問い合わせ先） 043-351-7500
ウェブサイトURL https://makuharishintoshin-aeonmall.com/
営業時間 10:00-21:00（一部施設により異なる）
定休日 無
アクセス情報（バス） 海浜幕張駅から京成バスイオンモール幕張新都心行きなどで約10分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 不可
大型バス受入 要問合せ
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 祈祷室有

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 フードコートへのパーテーション設置、各専門店レジアクリル板設置

13 雑貨・家電・
衣類 三井アウトレットパーク幕張

JR 海浜幕張駅前に立地するアウトレットモール。都心からのアクセスもよく、お仕事帰りにも気
軽に立ち寄れます。レストラン、カフェ、雑貨のほか高感度セレクトショップが充実しており、幅
広い層のお客様にお楽しみいただける空間です。

住所 千葉県千葉市美浜区ひび野2- 6-1
電話番号（問い合わせ先） 043-212- 8200
ウェブサイトURL https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/

営業時間
ショップ:10:00 〜20:00
カフェ :店舗により異なる
レストラン:11:00 〜21:30　※金・土・祝前日22:00

定休日 無
アクセス情報（バス） 海浜幕張駅から徒歩1分
予約方法 予約不要
実施時期 通年
費用の目安 入場無料
催行所要時間 60 〜120分
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）予約するとクーポンあり
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 無
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 入口に消毒、施設は24時間換気、ふき取り作業
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14 宿泊施設 ホテルニューオータニ幕張
上質な寛ぎを提供するシティ＆リゾートホテル。幕張メッセに直結しており、東京ディズニーリゾー
トⓇとホテル間を結ぶ無料シャトルバスも運行しております。

住所 千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3
電話番号（問い合わせ先） 043-297-7777（代表）
ウェブサイトURL https://www.newotani.co.jp/makuhari/
営業時間 24時間
定休日 無
アクセス情報（バス） 海浜幕張駅より徒歩5分
予約方法 電話
実施時期 通年
費用の目安 お問い合わせください
催行所要時間 お問い合わせください
最少催行人数／定員 1室
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）お問い合わせください
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 有
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語、中国語、韓国語、フランス語、ベトナム語、タイ語（2022年2月現在）
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績

新型コロナウイルス感染症対策状況

【お客さまへのお願い】
・マスク着用のご協力をお願いいたします。　・ご入館・宴会場ご入室時・レストラン入場時のアルコール消毒に、ご協力をお願いいたします。　・お客さま同士の十分な距離を保つフィジカル・
ディスタンシング（身体的距離の確保）にご協力ください。　・発熱されているお客さま、または体調の優れないお客さまは、ご来館をご遠慮くださいますようお願いいたします。　・ご来
館中に体調が優れないと感じられた場合には、お近くのスタッフまでお申し出くださいますようお願いいたします。

【スタッフの対応】
・スタッフの手洗い、うがい、咳エチケットの励行　・出退勤時の手指の消毒、検温等の健康状態のモニタリング　・発熱や咳などの症状があるなど体調不良者の出勤自粛と医療機関受診指
示　・スタッフのマスク着用　・ホテル客室、その他パブリックスペース・トイレ等の消毒剤による消毒　・従業員の不要・不急の長距離出張、海外旅行の自粛　・免疫力を高める（日頃か
ら免疫力を高めるために）　・「バランスの良い食事」「質の良い睡眠」「適度な運動」「ストレスをためない」「腸内環境を整える」を心がける
その他（下記行動の自粛）　・クラスター（感染者集団）が発生したと報道されているスポーツジム、カラオケ BOX、ライブハウスなどへ行くこと、大型イベントやパーティ等への参加など、
感染リスクが高いとされている行動をとること

14 宿泊施設 ホテルスプリングス幕張
大型駐車場完備！バスランチストップでのご利用実績多数！レストラン「カーメル」はランチも
ディナーもワンプライスのビュッフェがお楽しみいただけます。また日本料理「玄海」は大型の座
敷宴会場を完備。足を伸ばして寛ぎながらお食事をお楽しみいただけます。私たちホテルスプリン
グス幕張は 2021年度約50件のロケ撮影実績があり、聖地巡礼館内ロケ地巡りツアーもご相談に応
じます。 

住所 千葉県千葉市美浜区ひび野 1-11
電話番号（問い合わせ先） 043-296-3111
ウェブサイトURL https://springs.co.jp/
営業時間 24 時間
定休日 無

アクセス情報（バス） JR 京葉線海浜幕張駅 下車徒歩約 3 分、JR 総武本線幕張本郷駅より幕
張メッセ行き「海浜幕張駅」下車

予約方法 電話・FAX・Mail
実施時期 通年
費用の目安 要相談 
催行所要時間 要相談 
最少催行人数／定員 1 名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 ムスリム対応に関しては要相談

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 https://springs.co.jp/news/3075/
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14 宿泊施設 ザ・キューブホテル千葉
270室の大型ホテル。趣の違う4タイプの露天風呂、男性はドライサウナ・女性はミストサウナを
完備。1100台が駐車できる駐車場・大型バスも3台駐車可能です。3 〜 5階は宴会場となっており、
企業セミナーや研修会場としても最適。ビジネス・レジャー・団体様と様々なニーズにお応えでき
ます。

住所 千葉県千葉市中央区問屋町1- 45 千葉ポートスクエア
電話番号（問い合わせ先） 043-246-1888
ウェブサイトURL https://www.thequbehotelchiba.com/
営業時間 24時間
定休日 無

アクセス情報（バス） JR 京葉線から徒歩15分、バスで5分
千葉都市モノレール市役所前駅から徒歩7分

予約方法 電話・インターネットサイト・旅行代理店各窓口
実施時期 通年
費用の目安 宿泊プランによる
催行所要時間 宿泊プランによる
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 有
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語・中国語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 検温・消毒・アクリルパーテーションの設置・ソーシャルディスタンス

14 宿泊施設 京成ホテルミラマーレ
京成線千葉中央駅直結でアクセス便利なシティホテル。館内には3つの直営レストランと、シネマ
コンプレックスを備えた複合施設。東京ディズニーリゾート®️グッドネイバーホテルで、パークへ
の宿泊者専用送迎バスもあり。2021年10月29日に京成千葉中央ビル7・8階へ京成ホテルミラマー
レアネックスが開業いたしました。

住所 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1
電話番号（問い合わせ先） 043-222-2111（代表）
ウェブサイトURL https://www.miramare.co.jp/

営業時間 ホテル チェクイン13:00、チェックアウト11:00
※レストランは各店営業時間による

定休日 無
アクセス情報（バス） 京成線千葉中央駅直結/JR千葉駅徒歩約8分
予約方法 電話またはホームページより
実施時期 通年
費用の目安 宿泊プランによる
催行所要時間 宿泊プランによる
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可※要事前相談
100名以上の受け入れの可否 可※要事前相談
大型バス受入 可※要事前相談
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有（有料）
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無※宗教的な理由による食事提供は要事前相談

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 https://www.miramare.co.jp/emergency/6611/
※アレルギーと刻み食対応は、要事前相談　※車椅子の貸し出しには限りがあります
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14 宿泊施設 三井ガーデンホテル千葉
千葉市の中心部に位置し、千葉市美術館、千葉神社、千葉市郷土博物館（千葉城）など周辺観光施設
へのアクセスが良好です。客室からは千葉市内を一望できます。「千産千消」をコンセプトに、千葉
県産食材にこだわった「楽しみになる朝食」をご用意しています。

住所 千葉県千葉市中央区中央1-11-1
電話番号（問い合わせ先） 043-224-1131
ウェブサイトURL https://www.gardenhotels.co.jp/chiba/
営業時間 24時間
定休日 無

アクセス情報（バス）

JR千葉駅東口より徒歩7分
京成千葉線千葉中央駅より徒歩7分
千葉都市モノレール1号線葭川公園駅より徒歩2分
JR千葉駅東口バスターミナル8、9番のりば「千01」「千02」「千05」「千06」

「千07」「つ02」系統「千葉銀行中央支店」下車、徒歩1分
予約方法 オフィシャルHP、またはお電話でお得なご料金をご案内いたしております。
実施時期 通年
費用の目安 宿泊プランによる
催行所要時間 宿泊プランによる
最少催行人数／定員 有
団体受け入れの可否 可　※要問合せ
100名以上の受け入れの可否 可　※要問合せ
大型バス受入 可　※敷地内に1台分駐車場あり。1泊5,500円（税込）
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有　※予約不可。1泊1,500円（税込）
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 https://corp.gardenhotels.co.jp/hygiene/

14 宿泊施設 ホテルフランクス
「Life with Joy」居心地の良い遊び心溢れたデザイナーズホテル。

住所 千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-2
電話番号（問い合わせ先） 043-296-2111
ウェブサイトURL http://www.francs.co.jp
営業時間 24時間
定休日 無
アクセス情報（バス） JR 京葉線海浜幕張駅より徒歩約3 分
予約方法 電話またはホームページなど
実施時期 通年
費用の目安 宿泊プランによる
催行所要時間 宿泊プランによる
最少催行人数／定員 1名
団体受け入れの可否 可
100名以上の受け入れの可否 可
大型バス受入 乗降のみ可
団体優待・特典（体験・サービス）無
駐車場 有
トイレ 有
休憩所 無
売店 無
食事提供施設 有
対応可能な外国語 英語
外国人への特別な対応 無

バリアフリー情報 障害者用
駐車場

多目的
トイレ

オストメイト
対応トイレ

アレルギー
対応 刻み食対応 レストランでの

器具の貸出
車いすの
貸出 筆談対応 補助犬の

受入実績
新型コロナウイルス感染症対策状況 「3密回避」及び「衛生管理」について重点的に対策を徹底しております。
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千葉市食のブランド「千」
SDGs の視点を取り入れ、1000年先
の未来まで持続可能性を追求する
食のブランドです。

一番美味しい状態で食べてほしいとの思いから、栽培
方法と収穫時期にとことんこだわり、ギリギリまで熟した
ミニトマトを生産。そんな完熟ミニトマトの鮮度と食味
は、地元を中心に根強い人気を誇っています。

認定No.0001
てっちゃんの完熟ミニトマト
（日日農園）

平均糖度10度（時期によ
り11度程度）の最高ランク
のミニトマトです。まるで
フルーツのような甘さと爽
やかな酸味のバランスが
特長。一粒一粒を選果機
にかけて選別しており、品
質も折り紙付きです。

認定No.0002
オスミックトマト 
ミニ「プレミアム」
（株式会社OSMIC）

「ヘビーメタルを聞かせて育てた小松菜は鉄分が増える
のか」というユニークな発想から生まれた同商品。鉄分
への変化はなかったものの、土づくりからこだわった、
えぐみの少ない小松菜の食味は人気を博し、サラダや
生食でも美味しくいただけます。

認定No.0005
メタル小松菜
（株式会社ベジフルファーム）

イチゴの高設栽培ベンチを活用し、１株に１玉と栄養を
しっかり集中させて生産した、爽やかな食味の青肉メロ
ン。夏の強い日差しを利用して育てることから、例年、８
月中旬ごろにしか収穫できない幻の果実で、大切な人
への贈り物にもおすすめです。

認定No.0004
千葉快晴メロン
（ちはる農園）

お客様に大きくて美味しいイチゴを食べてほしいという
思いから、小さな実や花を摘み取って、大きな実に栄養
を集中させるなどの手間をかけて栽培しています。有機
肥料を使って育てたイチゴは、味、見た目、大きさのす
べてを兼ね備えた一粒です。

認定No.0003
さんたファームのこだわりいちご
（株式会社さんたファーム）

千葉市で長年愛されたイタリアンレストラン「アラペサ」
の味を、ご家庭でもお楽しみいただける一品。素材の味
を生かすため、ごくシンプルに仕上げたトマトソースは
添加物不使用。幅広い年代に食べてもらいたいという
シェフの思いが詰まっています。

認定No.0006
アラペサの
トマトソース
（有限会社ヤマサン）

「イチゴでお客様を笑顔にしたい」との思いから、市内の
イチゴ観光農園が連携して結成したハッピーベリーガー
デンズ。栽培技術を切磋琢磨し合いながらサービスを提
供しているほか、駅でのイベント販売なども共同で実施
しています。

認定No.0009
千葉市イチゴ観光農園のイチゴ狩り
（千葉市観光いちご園ハッピーベリーガーデンズ）

千葉市土気地区で300年以上前から生産されている伝
統野菜「土気からし菜」の種を使った国産の粒マスター
ド。使われているはちみつも千葉市産にこだわっており、
千葉市の恵みが詰まった一瓶です。

認定No.0008
土気からし菜粒マスタード
（ファームサポート千葉合同会社）

完熟イチゴの美味しさをそのまま真空パックに閉じ込め、
急速冷凍した一品。フレッシュなイチゴとはまた違った、
サクサクした食感が味わえます。風味が落ちにくく長期
保存も可能。削りイチゴやワインの氷代わりにもおすす
めです。

認定No.0007
さんたファームの
こだわり冷凍いちご
（株式会社さんたファーム）

千葉市の新鮮な食材を生かしたメニューが自慢のイタリ
アンレストラン「今日和」。食を通じた社会貢献活動にも
力を入れており、廃棄される野菜を有効活用する「ベジ
タブルレスキュー」をはじめ、地元のレストランならでは
の取り組みを見せています。

認定No.0010
レストラン今日和による、
地域と食の活性化への
取り組み
（株式会社レプコ）

　千葉市には、多種多様な農産物や商品があり、それらを育
む、たくさんの人がいます。食のブランド「千」は、未来まで残
したいと思えるおいしさとこだわり、そしてソーシャルグッドが
つまった商品・サービスを自信をもって発信するブランドです。
市内の農産品・加工品・サービスのなかから、
地域特性・独自性・持続可能性など独自の基
準をクリアし、「千」に認定となった商品・サー
ビスをご紹介します。

千葉市食のブランド「千」HP

千葉市の特産品
世界に誇る
“MICE”都市・千葉！

国際的な会議・イベント・展示会の開催実績が多数！

　千葉市は県や（公財）ちば国際コンベンションビューローと連携し、市内にある多様な施設
や観光資源を活用し、MICEの誘致活動や開催時のサポートなどを行い、地域経済の活性化に
取り組んでいます。
　MICEとは企業等の会議（Meeting）、企業等行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機
関・団体・学会等が行う国際会議（Convention）、イベント・展示会・見本市（Event/Exhibition）
の頭文字をつなげた造語で、これらのビジネスイベントの総称です。
　千葉市はこれまでも数々のMICE開催実績があり、国内外から高い評価を得ていることか
ら、2015年６月には国の「グローバルMICE強化都市」にも選定されています。

マ イ ス

企業等が行う報奨・研修旅行（「インセンティブ旅行」）を力強く支援

　（公財）ちば国際コンベンションビューローでは、企業等が報奨・研修旅行であるインセン
ティブ旅行を開催する際に、千葉県内宿泊を条件に参加者へのギブアウェイ配付や千葉の伝統
芸能の提供など、様々な支援を受けられる「MICE開催支援プログラム」を用意しています。支
援プログラムの適用要件や内容は次の通りです。

MICE誘致に有利な「ユニークベニュー」が多数存在

　ユニークベニューとは、歴史や伝統がある建物や、芸術や文化と触れ合える施設など、特別
感を演出しながら会議やイベント等が開催可能な会場です。現在、県内には「千葉県立房総のむ
ら」や「航空科学博物館」、「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」など、多くのユニークベ
ニューがあります。千葉市では千葉市美術館の「さや堂ホール」、県立幕張海浜公園内にある日
本庭園「見浜園」・茶室「松籟亭」、ZOZOマリンスタジアム内にあるパーティールーム「フィー
ルドテラス・スイート」、「千葉JPFドーム」などが代表的なユニークベニューとなっています。

ランク 1延べ60人泊以上ランク 1
ギブアウェイ
（団体名・企業名入りボールペン
など）

延べ160人泊以上ランク 2
ギブアウェイ（ランク1と同じ）・
アトラクション・バス代補助・
成田空港デジタルサイネー
ジ・職員等の出迎え 等

延べ1,000人泊以上ランク 3
ギブアウェイ（ランク1と同じ）・
アトラクション・日本文化体
験・記念品・成田空港デジタ
ルサイネージ・職員等の出
迎え・花束贈呈 等

1. 海外からの参加者が千葉県内で延べ60人泊
　 宿泊予定であること
2. 会議、表彰式又はレセプション等を実施予定
 　であること
3. 政治又は宗教活動を目的とするものではないこと
4. （公財）ちば国際コンベンションビューローの
 　定める期日までに実施されること

提供要件
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「千葉市らしさ」が
感じられるまちへ
市民が愛着と誇りを持ち「住み続けたい」と

感じられ、市外から「訪れてみたい」「住んで

みたい」と魅力を感じてもらい、企業からも

「選ばれる都市」を目指し、「千葉市独自の

存在感」の確立を推進しています。 世界最古の花。
古代のロマンを現代に。

オオガハス
日本最大級の貝塚で、
縄文人の生活の証。

加曽利貝塚
千葉市ならではの賑わいを創出。

昔も今も憩いの場。

海辺
千葉市の礎を築いた一族。

千葉氏


