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広　告

多くのコースの出発点になっている観光案内所と、金田
地域交流センター「きさてらす」では老舗イタリア自転
車メーカー「Bianchi」製の自転車をレンタサイクルし
ています。山道・長距離用の車種も取り揃えているので、
初心者でも安心！予約時に希望の車種をお伝えください。

木更津レンタサイクルを
利用しよう 貸出時間 9：00～16：00

利用料金 一般/平日800円　土日・祝日1,000円
 学生・18歳未満500円
※アクアコインでお支払いは100円引き。予約状況によ
り車種を選べない場合もあります。
貸出場所

●観光案内所 ☎22-7711
●「きさてらす」 ☎97-6292　定休日：月曜日

○電動アシスト付きクロスバイク	 ○マウンテンバイク
○クロスバイク	 ○かご付きミニベロ	 ○こども用自転車

1図 C-4MAP

4図 D-4MAP

車種

Let's go cycling
in Kisarazu!

出発 木更津市観光案内所

経由 山津屋→ 1分おむすび→ hanahaco→ KURKKU FIELDS→

万葉の里→ 道の駅 木更津うまくたの里→ 百目木公園→

ローヴァーズ ドリームフィールド→ 小櫃堰公園→ 三井アウ

トレットパーク木更津→ 髙木製菓→ 金田漁港→ アクアライン

真下→ 龍宮城スパホテル三日月→ 菓子舗 あづまや

　木更津駅前を出発し市街
地を抜けるとのどかな田園
風景が広がり、その先には
オーガニックの理想郷が…
サスティナブルを感じられ
るコースです。

0 4
ROU T E

オーガニックシティきさらづコース  距離 59.2㎞ 最大標高 126ｍ
1図 C-4MAP

出発 万葉の里

経由  高滝湖畔公園→ 加茂運動広場→ 小湊鐡道 里見駅→

柿木台第一トンネル→ 高滝ダム記念館→ 音信トンネル→

フルーツ街道 夢農場

　「万葉の里うまくた」を発
着点とし、市原市の高滝湖畔
や小湊鉄道沿いを走り、手掘
りのトンネルやアップダウン
も楽しめる里山コース。

0 5
ROU T E

里山周遊コース（ショート） 距離 39.4㎞ 最大標高 119ｍ
13図 B-2・3MAP

出発 万葉の里

経由 久留里観光交流センター→ 月崎駅→ チバニアンビジター

センター→ 月出工舎→ 柿木台第一トンネル→ 高滝ダム記念館

→ フルーツ街道 夢農場

　「里山周遊」の上級者向
けコース。健脚自慢の方は
途中のゲキサカにチャレン
ジしてみてください。

0 6
ROU T E

里山周遊コース（ロング） 距離 49.9㎞ 最大標高 203ｍ
13図 B-2・3MAP

出発 木更津市観光案内所

経由  江川総合運動場→ 龍宮城スパホテル三日月→ アクアライン

真下→ 金田漁港→ 千葉フォルニア→ 直売所「ゆりの里」→ 道の

駅 木更津うまくたの里→ 高瀧神社→ PIZZERIA BOSSO→ 田邉精肉

店→ 月崎駅→ 久留里観光交流センター→ 愛彩畑→ 富津公園

　健脚自慢には木更津駅前
から袖ケ浦〜市原〜君津〜
富津をグルーっと回るコー
スを。海あり里山ありゲキ
坂ありのタフな100㎞超の
コースです。（上級者向け）

0 7
ROU T E

房総クインテットコース  距離 105.9㎞ 最大標高 291ｍ
1図 C-4MAP
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H60mm×W90mm H60mm×W90mm
012011

広　告

https://cycling.kisarazu-dmo.jp

心地よい風を感じてリフレッシュ！

初心者から上級者まで７つのサイクリングコースをご紹介。
ご自身に合ったコースを見つけて、街なかや海・山の景色を楽しみながら
ゆったりとサイクリングをしてみてはいかがでしょうか。
詳しいルートはホームページをCheck!!

 K I S A R A Z U  C Y C L I N G

　「赤い橋」で有名な中の島大橋のたもとに新たな観
光スポットが誕生しました。飲食店や宿泊施設が開店
し、周辺には海辺を眺め過ごせる憩のウッドデッキテ
ラスや噴水など、抜群の景観を活かしたビューポイン
トが登場。ライトアップされる夜もおすすめです。

海沿いのおすすめスポット

2022年3月リニューアルオープン

鳥居崎海浜公園

Recommended Spot

出発 木更津市観光案内所

経由 菓子舗あづまや→ 吾妻神社→ ベリーの森→ 山津屋

　木更津に流れるふたつの
大きな川、小

お

櫃
びつ

川と矢那川。
さわやかな走行を楽しみな
がら、途中でお好きなカ
フェに立ち寄ってください。

0 1
ROU T E

川沿いカフェコース  距離 15.3㎞ 最大標高 23ｍ
1図 C-4MAP

コースの紹介

0 1
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0 4

0 3

0 50 2

0 7

出発 木更津市観光案内所

経由 BAACUS→ 山津屋→ Pergolato→ 1分おむすび→

KURKKU FIELDS→ hanahaco→ せんねんの木→ 髙木製菓→

kamarmakan→ cafe de Luupan→ 菓子舗あづまや

　2020年12月に開催され
た木更津市内でスタンプを
集めながらチケットで飲食
を楽しむサイクルイベント
のモデルコースです。

0 2
ROU T E

きさライドコース  距離 48.0㎞ 最大標高 168ｍ
1図 C-4MAP

出発 三井アウトレットパーク木更津

経由 千葉フォルニア→ 袖ケ浦海浜公園→ ゆりまち袖ケ浦駅前

モール→ マンモスいちご園→ 小櫃川河口干潟→ 龍宮城スパ

ホテル三日月→ 金田みたて海岸潮干狩場→ アクアライン高架下

　三井アウトレットパーク木
更津を発着点に、千葉フォル
ニアなどのインスタ映えする
スポットを巡る平坦な道で所
要約2時間の爽やかなコース。

0 3
ROU T E

アクアラインさざなみコース  距離 20.0㎞ 最大標高 10ｍ
4図 D-3MAP

種別

菓子･スイーツ 自然･癒しグルメ･カフェ 土産･買う  遊ぶ･楽しむ見どころ･寺社

住 富士見3-5 1図 A-4MAP

鳥居崎
海浜公園

New

7木更津の
魅力ある コース
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

011
095

小林大正園 御中

造園業 エリアマップ10図 A‐1

適正価格と丁寧な施工を約束

造園工事は相場というものが定まっていないのが現状ですが、当社
では適正価格を常に心がけています。樹木のことは何なりとご相談
ください。
施主さまに信頼される「庭のかかりつけ医」です。随時社員募集。
■木更津市菅生134
■TEL:0438-98-0903 ■FAX:0438-97-0220
■URL:https://www.taishouen.co.jp
■E-mail:info@taishouen.co.jp
造園施工管理・土木施工管理 あり

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年7月28日

木更津市暮らしの便利帳
8FK411H0B

012
308

株式会社アバンス 御中

競馬・公営競技 エリアマップ1図 D‐4

会員制船橋競馬場外発売所

中央・地方競馬が楽しめる木更津駅前のエンターテイン
メント施設です。ゆったりとレースをご覧いただける特
別観覧席も設けております。
迫力あるレース観戦を存分にお楽しみください。
■木更津市富士見1-2-1 アクア木更津B棟地下1階
■TEL:0438-23-0513
■定休日／基本無休
■URL:https://f-keiba-kisarazu.jp/
■競馬は20歳から。会員制のため、入会手続きが必要です。

043－261－7714
木更津市暮らしの便利帳

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済
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多くのコースの出発点になっている観光案内所と、金田
地域交流センター「きさてらす」では老舗イタリア自転
車メーカー「Bianchi」製の自転車をレンタサイクルし
ています。山道・長距離用の車種も取り揃えているので、
初心者でも安心！予約時に希望の車種をお伝えください。

木更津レンタサイクルを
利用しよう 貸出時間 9：00～16：00

利用料金 一般/平日800円　土日・祝日1,000円
 学生・18歳未満500円
※アクアコインでお支払いは100円引き。予約状況によ
り車種を選べない場合もあります。
貸出場所

●観光案内所 ☎22-7711
●「きさてらす」 ☎97-6292　定休日：月曜日

○電動アシスト付きクロスバイク	 ○マウンテンバイク
○クロスバイク	 ○かご付きミニベロ	 ○こども用自転車

1図 C-4MAP

4図 D-4MAP

車種

Let's go cycling
in Kisarazu!

出発 木更津市観光案内所

経由 山津屋→ 1分おむすび→ hanahaco→ KURKKU FIELDS→

万葉の里→ 道の駅 木更津うまくたの里→ 百目木公園→

ローヴァーズ ドリームフィールド→ 小櫃堰公園→ 三井アウ

トレットパーク木更津→ 髙木製菓→ 金田漁港→ アクアライン

真下→ 龍宮城スパホテル三日月→ 菓子舗 あづまや

　木更津駅前を出発し市街
地を抜けるとのどかな田園
風景が広がり、その先には
オーガニックの理想郷が…
サスティナブルを感じられ
るコースです。

0 4
ROU T E

オーガニックシティきさらづコース  距離 59.2㎞ 最大標高 126ｍ
1図 C-4MAP

出発 万葉の里

経由  高滝湖畔公園→ 加茂運動広場→ 小湊鐡道 里見駅→

柿木台第一トンネル→ 高滝ダム記念館→ 音信トンネル→

フルーツ街道 夢農場

　「万葉の里うまくた」を発
着点とし、市原市の高滝湖畔
や小湊鉄道沿いを走り、手掘
りのトンネルやアップダウン
も楽しめる里山コース。

0 5
ROU T E

里山周遊コース（ショート） 距離 39.4㎞ 最大標高 119ｍ
13図 B-2・3MAP

出発 万葉の里

経由 久留里観光交流センター→ 月崎駅→ チバニアンビジター

センター→ 月出工舎→ 柿木台第一トンネル→ 高滝ダム記念館

→ フルーツ街道 夢農場

　「里山周遊」の上級者向
けコース。健脚自慢の方は
途中のゲキサカにチャレン
ジしてみてください。

0 6
ROU T E

里山周遊コース（ロング） 距離 49.9㎞ 最大標高 203ｍ
13図 B-2・3MAP

出発 木更津市観光案内所

経由  江川総合運動場→ 龍宮城スパホテル三日月→ アクアライン

真下→ 金田漁港→ 千葉フォルニア→ 直売所「ゆりの里」→ 道の

駅 木更津うまくたの里→ 高瀧神社→ PIZZERIA BOSSO→ 田邉精肉

店→ 月崎駅→ 久留里観光交流センター→ 愛彩畑→ 富津公園

　健脚自慢には木更津駅前
から袖ケ浦〜市原〜君津〜
富津をグルーっと回るコー
スを。海あり里山ありゲキ
坂ありのタフな100㎞超の
コースです。（上級者向け）

0 7
ROU T E

房総クインテットコース  距離 105.9㎞ 最大標高 291ｍ
1図 C-4MAP
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H60mm×W90mm H60mm×W90mm
012011

広　告

https://cycling.kisarazu-dmo.jp

心地よい風を感じてリフレッシュ！

初心者から上級者まで７つのサイクリングコースをご紹介。
ご自身に合ったコースを見つけて、街なかや海・山の景色を楽しみながら
ゆったりとサイクリングをしてみてはいかがでしょうか。
詳しいルートはホームページをCheck!!

 K I S A R A Z U  C Y C L I N G

　「赤い橋」で有名な中の島大橋のたもとに新たな観
光スポットが誕生しました。飲食店や宿泊施設が開店
し、周辺には海辺を眺め過ごせる憩のウッドデッキテ
ラスや噴水など、抜群の景観を活かしたビューポイン
トが登場。ライトアップされる夜もおすすめです。

海沿いのおすすめスポット

2022年3月リニューアルオープン

鳥居崎海浜公園

Recommended Spot

出発 木更津市観光案内所

経由 菓子舗あづまや→ 吾妻神社→ ベリーの森→ 山津屋

　木更津に流れるふたつの
大きな川、小

お

櫃
びつ

川と矢那川。
さわやかな走行を楽しみな
がら、途中でお好きなカ
フェに立ち寄ってください。

0 1
ROU T E

川沿いカフェコース  距離 15.3㎞ 最大標高 23ｍ
1図 C-4MAP

コースの紹介

0 1

0 6

0 4

0 3

0 50 2

0 7

出発 木更津市観光案内所

経由 BAACUS→ 山津屋→ Pergolato→ 1分おむすび→

KURKKU FIELDS→ hanahaco→ せんねんの木→ 髙木製菓→

kamarmakan→ cafe de Luupan→ 菓子舗あづまや

　2020年12月に開催され
た木更津市内でスタンプを
集めながらチケットで飲食
を楽しむサイクルイベント
のモデルコースです。

0 2
ROU T E

きさライドコース  距離 48.0㎞ 最大標高 168ｍ
1図 C-4MAP

出発 三井アウトレットパーク木更津

経由 千葉フォルニア→ 袖ケ浦海浜公園→ ゆりまち袖ケ浦駅前

モール→ マンモスいちご園→ 小櫃川河口干潟→ 龍宮城スパ

ホテル三日月→ 金田みたて海岸潮干狩場→ アクアライン高架下

　三井アウトレットパーク木
更津を発着点に、千葉フォル
ニアなどのインスタ映えする
スポットを巡る平坦な道で所
要約2時間の爽やかなコース。

0 3
ROU T E

アクアラインさざなみコース  距離 20.0㎞ 最大標高 10ｍ
4図 D-3MAP

種別

菓子･スイーツ 自然･癒しグルメ･カフェ 土産･買う  遊ぶ･楽しむ見どころ･寺社

住 富士見3-5 1図 A-4MAP

鳥居崎
海浜公園

New

7木更津の
魅力ある コース
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総合解体工事
・・・限りある資源と環境を・・・

株式会社ハマダ
〒292-0834 千葉県木更津市潮見4-14-9
TEL : 0438(36)7721㈹ HP : http://www.kk-hamada.jp

エリアマップ 3図 A-3

【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

木更津市暮らしの便利帳 043－261－7714

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

013
287

ハマダ 御中 初校原稿
木更津市暮らしの便利帳

2022年6月15日
8FK411H0B




