
時間 場所 概要 備考 画像

11:57 銚子駅停留所
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

12:05
～

12:55

銚子さかな料理
かみち

≪千葉ブランド水産物「銚子つりきんめ」を堪能し
よう！≫
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

13:30
～

14:30
犬吠埼灯台

≪140年を超える歴史を持つ灯台を見学≫
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。

住所　銚子市犬吠埼9576
営業時間　8:00～16:00　（年中無休）
参観料　大人200円
小学生以下無料（保護者同伴）
問合先　0479‐25‐8239

14:40
～

15:55
犬吠埼マリンパーク

≪ダイナミックなイルカショーが名物！≫
約230種2500匹の魚が水槽で泳ぐ姿を見ることができ
ます。
ダイナミックなイルカショーでイルカに水をかけられる
のもよし。色鮮やかな魚達を見ながら、ゆったりとした
時間を過ごすのもよし。パノラマ展望台から雄大な太
平洋を見るのもよし。犬吠埼マリンパークであなただけ
の楽しみ方を探してみよう！

住所　銚子市犬吠埼9575-1
営業時間　3月～10月　9:00～17:00
　　　　　　  11月～2月　9:00～16:30
　　　　　　　年中無休
料金　大人1,330円
　　　　小学生640円
　　　　幼児（3歳以上）430円
問合先　0479-24-0451

16:05
～

17:06
「外川」のまち歩き

≪古きよき漁師町の面影が残る町並みを散策≫
外川（とかわ）は、万治元年（1658年江戸時代の初
期）、紀州からやってきた崎山治郎衛門が築港しまし
た。それに伴い、漁港に面した南斜面は、碁盤の目の
ように区画され、そこに紀州から呼び寄せた1000軒以
上が住みつき、集落となりました。そして、築港から今
日まで、銚子の漁業発祥の地として栄えてきました。
時代とともに、そこに住む人や建物が新しくなっていく
中、ふと目に飛び込んでくる懐かしい風景や、人々の
温かさ。あなただけの外川の魅力が発見できるでしょ
う。

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。

・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

・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

17:20
～

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。

・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

・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

銚子の観光たっぷり堪能コース（高速バス利用者向け　1日目）

11:57～12:05　銚子駅　⇒　銚子さかな料理　かみち　（徒歩）

12:55～13:05　銚子魚料理　かみち　⇒　銚子駅

13:05～13:22　銚子駅　⇒　犬吠駅　（銚子電鉄）

13:22～13:30　犬吠駅　⇒　犬吠埼灯台

14:30～14:40　犬吠埼灯台　⇒　犬吠埼マリンパーク　（徒歩）

15:55～16:03　犬吠埼マリンパーク　⇒　犬吠駅　（徒歩）

16:03～16:05　犬吠駅　⇒　外川駅　（銚子電鉄）

17:06～17:09　外川駅　⇒　犬吠駅　（銚子電鉄）

17:09～17:20　犬吠駅　⇒　犬吠埼温泉郷　（徒歩）



9:55
～

10:10
犬吠駅

銚子電鉄犬吠駅には売店があり、名物の「ぬれ煎餅」
を購入することができます。
ここで「銚子1日旅人パス」を購入しておくと、銚子市内
の
移動がぐっと楽になります。

住所　銚子市犬吠埼9595-1 犬吠駅
営業時間　9:00～17:00
問合先　0479-25-1106

10:14
～

10:40
地球の丸く見える丘展望館

≪水平線の大パノラマで地球の丸さを実感！≫
展望スペースに昇れば、北総で一番高い標高90メート
ル。視界360度中、330度までが水平線の大パノラマ。
緩やかに弧を描く水平線は、地球の丸さを実感できま
す。
また、3階のカフェスペースで売っている「まぐろカツドッ
ク」は絶品です！

住所　銚子市天王台1421-1
営業時間　4～9月　　9:00～18:30
　　　　　　　10～3月　9:00～17:00
入場料金　大人380円、小中学生200円
　　　　　　　65歳以上330円
定休日　年中無休
問合先　0479-25-0930

銚子ポートタワー

≪港町の風景を一望≫
銚子ポートタワーは、総ガラス張りで高さ57.7メートル
のツインタワー構造の展望施設です。
エレベーターに乗り展望室まで上がると、360度のパノ
ラマの景色が見渡せます。4階の展望室からは、雄大
な太平洋の大海原や、その太平洋に利根川が流れ込
む様子など、大自然のゆったりとした眺望が楽しめま
す。眼下には、日本有数の水揚げ量を誇る銚子漁港
が間近で見え、豪快な水揚げ風景や、行き交う漁船な
どの活気あふれる風景も見ることができます。

住所　銚子市川口町2-6385-267
営業時間　8:30～17:30
※4月から9月の土曜日・日曜日・祝日お
よび8月は8:30～18:30
入場料金　大人380円、小中学生200円
　　　　　　　65歳以上330円
問合先　0479-24-9500

ウオッセ21

≪水産物即売センターで見る、買う、食べる≫
銚子漁港に水揚げされた魚介類を中心に、新鮮な海
の幸を豊富に取り揃える直売センター。
「シーフードレストラン　うおっせ」では趣向をこらした
シーフード料理も味わえます。
また、毎月第3日曜日の13:00には、マグロの解体
ショーが開催されます。

住所　銚子市川口町2-6529-34
営業時間　8:30～17:00
定休日　年中無休
問合先　0479-25-4500

13:13
～

13:38
飯沼観音

≪銚子の名刹“観音さま”≫
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

14:00
～

15:30
ヤマサ醤油工場

≪歴史と伝統を誇る醤油工場を見学≫
銚子の調味料が江戸の食文化を変えたとまで言われ
る銚子の醤油醸造。江戸の発展を支える労働力で
あった“江戸っ子”には色・味・香りが良く、味付けの濃
い「関東風の醤油」が好まれました。これが、蕎麦、て
んぷら、鰻の蒲焼、寿司など今に続く江戸の食文化を
花開かせました。
銚子の醤油醸造は、元和2年(1616)に摂津国の酒造家
の教示により飯沼村の田中玄蕃が、正保2年（1645）に
は紀州から移ってきた濱口儀兵衛が事業に着手しまし
た。
明治維新後も銚子のしょうゆ醸造業は発展を続け、現
在は国内の5大メーカーのうちの2社（ヒゲタ醤油株式
会社、ヤマサ醤油株式会社）があります。
ヤマサ醤油工場では、仕込蔵や詰工場などが点在す
る広い敷地内を見学することができるほか、「しょうゆ
味わい体験館」では、せんべい焼きの体験コーナー
や、ここでしか買えないお土産コーナーなどがありま
す。

＜工場見学＞
住所　銚子市北小川町2570
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
＜しょうゆ味わい体験館＞
※ご予約なしで入場いただけます。
AM9:00～PM4:00　入場無料

13:38～13:48　飯沼観音　⇒　観音駅　（徒歩）

13:48～13:50　観音駅　⇒　仲ノ町駅　（銚子電鉄）

13:50～14:00　仲ノ町駅　⇒　ヤマサ醤油工場　（徒歩）

銚子の観光たっぷり堪能コース（高速バス利用者向け　２日目）

9:45～9:55　犬吠埼温泉郷　⇒　犬吠駅　（徒歩）

10:10～10:14　犬吠駅　⇒　地球展望館　（岬めぐりシャトルバス）

10:40～10:53　地球展望館　⇒　ポートタワー・ウオッセ　（岬めぐりシャトルバス）

10:53
～

12:53

12:53～13:03　ポートタワー・ウオッセ　⇒　第一魚市場　（岬めぐりシャトルバス）

13:03～13:13　第一魚市場　⇒　飯沼観音



14:30
～

14:50
仲ノ町駅

仲ノ町駅に隣接する車庫にはデキ3形電気機関車の
ほか、所属する車両が留置しています。車庫内の業務
や列車運行の妨げとならない範囲で見学が可能です。

入場するには、仲ノ町駅で入場券（大人
150円）を購入し、駅員に許可を得る必要
があります。
また、夜間の入場はできません。

問合先　0479-22-0316

15:57
～

17:10

屏風ケ浦
（銚子マリーナ海水浴場）

≪雄大な屏風ケ浦の景観を堪能≫
激しい波浪により生み出された奇岩や断崖絶壁からな
る自然景観などをめぐる「銚子の磯巡り」は、江戸時代
から人気がありました。
中でも銚子市名洗町からお隣、旭市の刑部岬まで約
10キロメートルにわたり40メートル～50メートルの断崖
が続く「屏風ケ浦」は、英仏海峡のドーバーの「白い壁」
にも匹敵するといわれ、「東洋のドーバー」とも呼ばれ
ています。
2016年3月には、国の名勝と天然記念物に指定されま
した。

銚子マリーナ海水浴場の西側には屏風ケ
浦を間近に眺めることができる遊歩道が
あり、縞模様になった屏風ケ浦の地層が
はっきりと見えます。

住所　銚子市潮見町・名洗町
問合先　0479-24-8707
　　　　　（銚子市観光商工課）

17:35
～

18:30
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。

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

18:30～18:40　犬吠埼温泉郷　⇒　犬吠埼灯台

14:15～14:30　ヤマサ醤油工場　⇒　仲ノ町駅　（徒歩）

15:30～15:40　ヤマサ醤油工場　⇒　銚子駅　（徒歩）

17:24～17:35　銚子駅　⇒　銚子セレクト市場　（徒歩）

15:46～15:57　銚子駅　⇒　千葉科学大学マリーナ前　（千葉交通路線バス　千葉科学大学線）

18:42～　銚子駅停留所　チバストーリー（匝瑳・旭まわり2便）乗車

17:13～17:24　千葉科学大学マリーナ前　⇒　銚子駅　（千葉交通路線バス　千葉科学大学線）


