銚子電鉄でめぐる のんびりスローな電車旅コース（高速バス利用者向け 1日目）
時間

場所

12:31

銚子駅停留所

概要

備考

銚子駅の停留所で降車。
駅の中には観光案内所があるため、
そちらで観光情報を入手するのがオススメ！

銚子観光案内所
営業時間 8:45～17:15
問合先 0479-22-1544

12:31～12:40 銚子駅 ⇒ 銚子さかな料理 かみち （徒歩）

≪千葉ブランド水産物「銚子つりきんめ」を堪能しよ
う！≫
12:50
～
13:50

銚子さかな料理
かみち

銚子魚市場の入札権を持ち、仲買人を通す事なく毎日水揚
げされた地魚を直接仕入れ、
調理しています。千葉ブランド水産物の「銚子つりきんめ」を
使用した『金目鯛づくし』は異なる5つの方法で調理してお
り、一度食べたら忘れられない味わいです。

平日 11:00～14:00/16:30～21:30
土日祝 11:00～21:30
（オーダーストップ 20:50）
木曜定休日
問合先 0479-22-5520

13:50～13:55 銚子さかな料理 かみち ⇒ 銚子駅 （徒歩）
14:00～14:19 銚子電鉄乗車 （14:00発 銚子～外川間19分）

・京葉東和薬品 昭和ノスタルジー館
住所 千葉県銚子市外川町2-10636
営業時間 平日10:00～14:00
土日祝10:00～16:00
料金 入場料150円
問合先 0479-22-0364

≪古きよき漁師町の面影が残る町並みを散策≫

14:19
～
15:20

「外川」のまち歩き

漁港に面した外川の町は、港を中心に碁盤の目のように区
画された町並みが特徴です。港へ下る坂には今でも石畳が
残されるなど、昔ながらの風情が残っており、昭和初期にタ
イムスリップでもしたかのようなノスタルジー感があります。
また、昭和の懐かしいおもちゃ等がたくさん展示してある「京
葉東和薬品 昭和ノスタルジー館」や、漁師町外川の歴史が
学べる「外川ミニ郷土資料館」、豆乳プリンなどが人気の「榊
原豆腐店」、千葉県指定伝統的工芸品の万祝式大漁旗を
製作販売している「小澤染工場」など、観光スポットも盛り沢
山です。

・外川ミニ郷土資料館
住所 銚子市外川町2-10610
開館時間 10:30～15:30
休館日 火・水曜日
問合先 0479-22-0575
・榊原豆腐店
住所 銚子市外川町2-10927
毎週日曜日営業時間 8:30～19:00
定休日 毎週日曜日
問合せ 0479-22-9557
・小澤染工場
住所 銚子市外川町2-11061
営業時間 8：00～17：30
休業日 日曜・祝日
問合先 0479－22－2783

15:20～15:23 銚子電鉄乗車 （15:20発 外川～犬吠間3分）
15：23～15：30 犬吠駅 ⇒ 犬吠埼灯台 （徒歩）

≪140年を超える歴史を持つ灯台を見学≫
15:30
～
16:00

犬吠埼灯台

国内で24番目の洋式灯台として灯台技師リチャード・ヘン
リー・ブラントンの設計・施行監督のもと明治7年（1874年）に
完成・点灯しました。資料展示館では、大迫力の国産第一
号の大型一等レンズを見ることができます。

16:00～16：10

住所 銚子市犬吠埼9576
営業時間 8:00～16:00
参観料 大人200円
小学生以下無料（保護者同伴）
問合先

犬吠埼温泉郷 （徒歩）

・絶景の宿犬吠埼ホテル
住所 銚子市犬吠埼9574-1
問合先 0479-22-8111

16:10～

犬吠埼温泉郷
（宿泊）

≪広大な海を見ながら入る天然温泉は心身ともに癒され
ます≫
犬吠埼温泉郷は、関東最東端・犬吠埼にある温泉地で、ど
の宿でも大浴場や露天風呂から壮大な太平洋の水平線を
眺めながら湯浴みが楽しめるほか、日本一の水揚量を誇る
銚子漁港からの魚介類を使った海鮮料理も大きな魅力の一
つです。

・ぎょうけい館
住所 銚子市犬吠埼10293
問合先 0479-22-3600
・ホテルニュー大新
住所 銚子市犬吠埼10292-22
問合先 0479-22-5024
・犬吠埼太陽の里
住所 銚子市犬吠埼10292-1
問合先 0479-25-6000
・犬吠埼観光ホテル
住所 銚子市犬吠埼10293
問合先 0479-23-5111

画像

銚子電鉄でめぐるのんびりスローな電車旅コース（高速バス利用者向け 2日目）
8:00～8：10 犬吠埼温泉郷 ⇒ 犬吠駅 （徒歩）
8:12～8:24 銚子電鉄乗車 （8:12発 犬吠～観音間12分）
8:24～8：40 観音駅 ⇒ 銚子漁港第一卸売市場 （徒歩）

≪豪快に並んだ近海ものの生マグロを見学！≫
8:40
～
9:30

銚子漁港第一卸売市場

２０１５年４月にリニューアルオープンした銚子漁港第一卸
売市場は、最新の設備を導入し、鮮度保持や衛生管理を徹
底した施設として生まれ変わりました。一般の方も２階ホー
ルから、「生」の近海マグロの水揚げの様子が見学出来ま
す。

住所 銚子市新生町1-36-12
営業時間 8:00～11:30
定休日 日曜日・祝日
※平日でも水揚げ船がない場合は見学
不可
※団体で見学の場合には要事前予約
問合先 0479-22-3200

9:30～9：40 銚子漁港第一卸売市場 ⇒ 柏屋米菓手焼本舗 （徒歩）

≪ぬれせん誕生の店 驚きの賞味期限58秒！！≫
9:40
～
10:10

柏屋米菓手焼本舗

住所 銚子市港町1758番地
「ぬれせん」誕生のお店として知られる柏屋米菓手焼本舗。
営業時間 9:00～18:00（日没まで）
地元米穀店から生地（千葉県産）を仕入れ、地元の醤油を
定休日 不定休
使用し独特の染み込ませにより風味豊かな仕上がりとなっ
問合先 0479-22-0480
ています。店主自らが１枚１枚丁寧に焼き上げる逸品です。

10:10～10:25 柏屋米菓手焼本舗 ⇒ 飯沼観音 （徒歩）

≪銚子の名刹“観音さま”≫
10:25
～
10:50

飯沼観音

坂東三十三か所観音霊場の第27番札所。
江戸時代から参拝者が絶えない名刹。
寺の周辺は門前町として栄えた歴史があります。
極彩色の五重塔と大仏が目印。

住所 銚子市馬場町293
参拝時間 境内自由
問合先 0479-22-1741

10:50～11:00 飯沼観音 ⇒ 石上酒造 （徒歩）

≪関東最東端の酒造を見学≫
11:00
～
11:50

石上酒造

関東最東端の酒蔵です。
自慢の2棟の大谷石づくりの石蔵で100%千葉県産の原料米
を使用し、品質にこだわった酒づくりをしています。
敷地の中央には太平洋戦争など幾多の危機を乗り越えた
石蔵と土蔵があります。
今も現役で活躍する文化財的価値の高いこれらの蔵も一見
の価値あり。

住所 銚子市田中町7-1
営業時間 8:00～17:00
定休日 日曜日・祝日

※蔵見学、試飲は要予約
問合先 0479-22-0655

11:50～12:00 石上酒造 ⇒ 加満屋本店 （徒歩）

≪歴史を感じる店内でゆったりと昼食≫
12:00
～
13:00

加満屋本店
（昼食）

住所 銚子市飯沼町6-5
地元で人気の老舗のお蕎麦屋さん。
営業時間 昼11:00～15:00
ダシの利いたお蕎麦はもちろん、安くて美味しい鮪の太巻き
夜17:00～19:30
や山葵入り干瓢巻き、銚子産平目の天麩羅をのせたカレー 定休日 火曜日
南蛮などが名物です。
問合先 0479-22-2139
お蕎麦もお寿司も楽しみたい方にはお勧めのお店です！

≪創業明治40年の今川焼の老舗≫
13:00
～
13:20

さのや

飯沼観音の五重塔裏手の坂下に店を構える、明治40年
（1907年）創業の今川焼専門店。
パリッとした香ばしい薄皮の中にぎっしり詰まったあんが、お
なかを満たしてくれます。
黒あんと白あんの2種類があります。
お好みで食べ比べてみてください。

住所 銚子市飯沼町6-7
営業時間 9:00～16:30
定休日 日曜日不定休（月1回）
問合先 0479-22-0150

13:20～13:35 さのや ⇒ 観音駅 （徒歩）
13:48～13:52 銚子電鉄乗車 （13:48発 観音～銚子間4分）
13:52～14:10 銚子駅 ⇒ 醤油工場（ヤマサ・ヒゲタ） （徒歩）

≪歴史と伝統を誇る醤油工場を見学≫
14:10
～
15:10

醤油工場
（ヤマサ・ヒゲタ）

<ヤマサ醤油工場>
映画上映 20分、工場見学 30分
受付は9:00～11:00、13:00～15:00（要予
約）
問合先 0479‐22‐9809

私たちの食生活に欠かせない、日本の伝統調味料「しょう
ゆ」が、実際に作られている様子を見学できます。
<ヒゲタ醤油工場>
案内所にて、醤油の製造工程の映画を鑑賞し、その後工場
受付は9:00～12:00、13:00～16:00
内をご案内します。
問合先 0479-22-0080
また、工場見学の後には、醤油のお土産がもらえます。

なお、工場休業日（土日祝日）は映画上
映のみとなります。

15:10～15:30 醤油工場（ヤマサ・ヒゲタ） ⇒ 銚子セレクト市場 （徒歩）

15:30
～
16:30

銚子セレクト市場

銚子が大好きな地元の人たちがセレクトした逸品を紹介・販
売しております。 海産物・農産物・銚子のお土産をお楽しみ
ください。
また施設内には、銚子ジオパークビジターセンターがあり、。
銚子ジオパークについての情報や案内の掲示がされてお
り、銚子の地質についてとてもわかりやすく説明していま
す。

住所 銚子市双葉町3‐6
9：30～18：00（月～金）
9：00～19：00（土・日・祝）
定休日 年中無休
問合先 0479‐26‐3123
※銚子ジオパークビジターセンターは
17:00まで

16:30～16:40 銚子セレクト市場 ⇒ 銚子駅 （徒歩）
17:08 JR成田線 千葉行き 乗車

