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レンタサイクル銚子
Rレンタサイクル銚子事務所 ☎04 
79・26・4755 a銚子駅・犬吠駅・銚
子海洋研究所・犬吠埼・市内６宿泊
施設で貸出・返却 e2時間500円/台

❶ トゥクトゥクレンタカー
Rトゥクトゥクの駅 Natural Memo 
ries ☎090・6174・1005 a銚子市
西芝町13-23 e1時間3480円 
※定員4名

銚子電鉄
R銚子電気鉄道 ☎0479・22・0316 
e１日乗車券「弧廻手形」大人700
円、小児350円 ※レンタサイクル持
ち込み乗車OK

※営業日・営業時間等
詳細は、各施設へお
問合せください。

ラストサマー2019
〜銚子で夏の最後の想い出を〜
　毎年8月下旬に開催される銚子の夏の
風物詩。豊かな自然や歴史、伝統ある産
業、文化など、魅力がいっぱいの銚子で、
祭りやイベント、いろんな体験コースに
参加して、心に残る夏の想い出を作ろう。

開催日 2019年8月10日（土）〜31日（土）
会場    銚子市内

⇨詳細はHPをチェック！

銚子の宿予約は
こちらから▶︎▶︎▶︎

� 絶景の宿 犬吠埼ホテル
☎0120・315・489 a銚子市犬吠埼9574
−1 e平日：大人1200円、子供800円、土
日祝：大人1500円、子供1000円

�  犬吠埼観光ホテル
☎0479・23・5111 a銚子市犬吠埼
10293 d不定休 e平日：大人1000円〜、
子供600円〜、土日祝：大人1200円〜、子
供800円〜

�  ホテルニュー大新（だいしん）
☎0479・22・5024 a銚子市犬吠埼102 
92-22 e大人1080円、子供750円

� ホテル＆スパ 月美（太陽の里）
／別邸 海と森
☎0479・25・6000 a銚子市犬吠埼
10292-1 e平日：大人1100円、子供650
円、土日祝・ハイシーズン：大人1400円、子
供650円

� ぎょうけい館
☎0120・22・3600 a銚子市犬吠埼102 
93 e大人1000円、子供500円

�東洋のドーバー 屏風ヶ浦
約10km続く海岸絶壁が圧巻！
a銚子市南岸地域

� 銚子ポートタワー
港や海を見晴らすツインタワー。
☎0479・24・9500 a銚子市川口町
2-6385-267 d木 e入館料:大人380円、
小中学生200円、65歳以上330円

� 満願寺
189ヶ所のお寺をお参りしたと同じ御利
益が!? ☎0479・24・8416 a銚子市天王
台9822-1 e参拝無料 ※8時〜17時

� 飯沼観音
約1300年前開基の銚子の観音さま。
☎0479・23・1316 a銚子市馬場町1-1 
e参拝無料 ※6時〜17時

� 圓福寺
毎朝6時から護摩祈願を行っている。
☎0479・22・1741 a銚子市馬場町293 
e参拝無料 ※8時〜17時

�  犬岩
源義経の愛犬の化身!?
a銚子市犬若 千騎ケ岩近く

� 銚子海洋研究所
沿岸イルカに会いに行こう！日本初の洋上
風力発電も見学。☎0479・24・8870 a銚子市
潮見町15-9 eイルカウォッチング：高校生以上
3500円、小中学生2500円、3歳〜5歳1500円。3
歳未満乗船不可 
＊「世界一ちっちゃな水族館」 e入館料：中学生
以上300円、小学生200円

�地球の丸く見える丘展望館
360度の大パノラマが気持ちいい。
☎0479・25・0930 a銚子市天王台1421-1 
e入館料：大人380円、小中学生200円、65
歳以上330円

� 犬吠埼灯台
関東最東端に聳える白亜の塔。☎0479・25・
8239 a銚子市犬吠埼 e参観寄附金：大人
200円、小学生以下無料

� 犬吠テラステラス
いろんなワークショップを開催。
☎0120・25・1240 a銚子市犬吠埼
9575-2 e体験料要問合せ

� ウォッセ21
第3日曜は「マグロ解体ショー」の日
☎0479・25・4500 a銚子市川口町
2-6529-34

� 銚子ちぢみ 伝統工芸館
銚子ちぢみで藍染め体験。
☎0479・22・2103 a銚子市松岸町
3-228 d木 e藍染体験1620円

� 妙見宮 妙福寺
月1回、瀧行体験ができる名刹。
☎0479・22・0650 a銚子市妙見町
1465 e参拝無料。瀧行志納料2000
円（含保険料） ※要予約。10名限定

� あしか島海水浴場
波が静かでチビっ子も安心。
a銚子市海鹿島5255 ※海開き期
間：7月20日〜8月18日

� ヤマサ醤油工場見学
煎餅焼き体験ができる！
☎0479・22・9809 a銚子市北小川
町2570 e見学無料 ※要予約

� ヒゲタしょうゆ工場見学
フレスコ画も見学しよう。
☎0479・22・0080 a銚子市中央町
2-8 e見学無料 ※土日祝、お盆期
間は一部のみ見学

❺ 「大徳ホテル」の磯ガキ
☎0479・22・0209 a銚子市海鹿島
町5250 e磯ガキ1人前（2個入り）
1620円（宿泊限定）

❷ 銚子漁協直営「万
まいわい

祝」の
とれたて新鮮な市場めし
銚子の漁師さんたちも食べに来る、
市場直結の食堂。
☎0479・21・6671 a銚子市飯沼町
186 d火
 
❸ 「浜めし」の海鮮丼
迫力の海鮮丼をお目当てに早朝から
行列ができる店。☎0479・25・9030 
a銚子市竹町1545-8 d月、第3火

❹ アメリカンレストラン
「プれンテイ」のデカ盛りパフェ
☎0479・33・2535 a銚子市笹本町
165 d火 eチョコレートパフェ842円

❼ 「一山いけす」の
伊勢海老天丼
☎0479・22・7622 a銚子市黒生町
7387-5 e伊勢海老天丼2376円 

❽ 「銚子プラザホテル」の
極上鯖ずし
☎0479・22・0070 a銚子市西芝町
11-2 e極上鯖ずし 9個入り1500円

❾ 「路地裏の柏屋」の
元祖ぬれせん
☎0479・22・0480 a銚子市港町
1758 d不定休 eぬれせん1袋（10
枚入）1080円

� 「海ぼうず」の
アブラボウズ料理
☎0479・25・3339 a銚子市新生町
1-36-11 d月火 eアブラボウズの
照焼1280円

� 「クロッチョカフェ」の
ベーグルサンドイッチ
☎0479・23・7096 a銚子市中央町
13-6 d水木 eベーグルサンドイッ
チ（テイクアウト）340円〜

� 「シーズマリーナ キッチン＆
カフェ」のふわもこパンケーキ
☎0479・21・3986 a銚子市潮見町
15-8 d第2・4日 eパンケーキ ２枚
500円、3枚700円

� 「さのや」の今川焼き
☎0479・22・0150 a銚子市飯沼町6-7 
d水、月１回日曜不定休 e1個150円

� 「アラウンド ザ コーナー」の
ハンバーガー
☎0479・21・5858 a銚子市中央町1-12 
d不定休 eハンバーガー950円〜

� 「ちょくら」の鯖ラーメン
☎0479・20・6004 a銚子市双葉町
3-6 銚子セレクト市場A棟 d水 
e鯖ラーメン738円

銚子電鉄を食べて応援！
「まずい棒」
e15本セット648円

銚子の駅弁「鯖
さばいばる

威張る弁当」
e1折648円 
※OTS犬吠埼温泉犬吠駅で販売

幻の銚子メロンの
「銚子メロンまんじゅう」
e8個入り1290円

★駅近おみやげスポット★
� 銚子セレクト市場
地元っ子のオススメみやげや、海産
物、地元産野菜などを揃えたご当地
マルシェ。
☎0479・26・3123 
a銚子市双葉町3-6

Access
電車
東京駅よりJR総武本線特急

「しおさい号」で銚子駅へ約1
時間45分
車
＊東関東自動車道潮来ICよ
り、国道124号で約50分
＊千葉東金道路松尾横芝光
ICより国道126号で約50分
高速バス
浜松町バスターミナル・東京
駅八重洲口より犬吠埼へ約
2時間40分

白亜の犬吠埼灯台、“泣くほど旨い魚”が揚がる
銚子港、銚子電鉄などで知られる銚子で、
半島めぐりの旅へGO！遊んだ後は、
海一望の温泉にお泊まりしちゃお♪

銚子は
関東の

 最東端！

� ホテル＆スパ 月美
スカイテラス
☎0479・25・6000 a銚子市犬吠埼
10292-1 eバーベキュー3800円〜

（2時間制）

� 銚子マリーナ
☎0479・25・7720 a銚子市潮見町15 
d火 e備え付けガスコンロ1台6480
円 ※食材は各自持ち込み。要予約

� 海の家 めぐ
☎0479・35・0463 a銚子市犬若
11318-1 eバーベキュー：大人900
円、子供450円 ※平日は要予約
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● お問合せ

銚子市旅館ホテル組合

銚子市観光協会

こちらもCHECK！

あんだこれ銚子　
http://www.city.choshi.chiba.jp/andacore/jp/
ちょうしフラット通信
http://choshi-flat.com/

▶︎あしか島海水浴場

銚子ラストサマー2019 検索

▲「シーズマリーナ 
キッチン＆カフェ」の
ふわもこパンケーキ

8/10（土）
海鹿島海水浴場うみまつり

※荒天の場合は8/11（日）


