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アクアラインで満喫

千 葉 県・ＮＥＸＣＯ東日本・東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会

～南房総の旅 2018 夏～

御宿ウォーターパーク 御宿町

鴨川シーワールド
ナイトアドベンチャー

鴨川市

町営天然温泉「笑楽の湯」 鋸南町

東京湾サンセットク
ルーズ

富津市

マザー牧場
サマーナイトファーム

富津市

東京ドイツ村
夕焼けジャーマン
～ランタン大作戦～

袖ケ浦市

木更津かんらんしゃパーク
キサラピア

木更津市

鴨川産天草使用の
「ところ天」

鴨川市

夏季限定アサイ―ソフト 館山市

くじらコロッケ 南房総市

完熟びわゼリー 南房総市

三芳村 牛乳カステラ 南房総市

ジンタの押し寿し 鋸南町

Café金次郎
「金次郎と給食」

鋸南町

おいしいたまご 永光卵 君津市

フレンチブリュレバウム 木更津市

千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」

富津市民花火大会 富津市

鴨川市納涼花火鴨川大会 鴨川市

鴨川市納涼花火小湊大会 鴨川市

おんじゅく花火大会 御宿町

君津市民花火大会 君津市

袖ケ浦市民夏まつり 袖ケ浦市

南房総市岩井海岸
納涼花火大会

南房総市

館山湾花火大会 館山市

木更津港まつり 木更津市

○ 旅の立ち寄りスポット ○

ゆっくり千葉を楽しんで、アクアラインの混雑回避！

東京湾アクアライン（上り線）の渋滞は、土休日の夕方に多く発生しています。

所要時間：平成28年の休日平均

木更津ＪＣＴ～川崎浮島ＪＣＴまでの所要時間
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○ 花火大会 ○



夏の夜を華やかに彩る花火大会

富津市民花火大会 鴨川市納涼花火鴨川大会 鴨川市納涼花火小湊大会

おんじゅく花火大会 君津市民花火大会 袖ケ浦市民夏まつり

木更津港まつり南房総市岩井海岸納涼花火大会 館山湾花火大会

鴨川市
７月２９日（日）１９：３０～２０：２０
※荒天時の場合は３１日（火）に順延

◆会場：前原・横渚海岸

◆打上数：約１０，０００発

◆アクセス：ＪＲ安房鴨川駅下車すぐ

◆問合せ先：鴨川市観光協会 TEL:04-7092-0086

◆備考：１万発のスターマインや水中花火に加え、特設
ステージではフラダンスやスペシャルバンドが開催。

鴨川市

小湊大会 ８月１６日（木）
２０：１５～２０：４５

連夜の花火 ８月 １日（水）～２０日（月）
２０：１５～２０：２５
※荒天時の場合は共に翌日に順延

◆会場：小湊漁港

◆打上数：約１，４００発（8月16日小湊大会）

◆アクセス：ＪＲ安房小湊駅下車すぐ

◆問合せ先：鴨川市観光協会天津小湊支部 TEL:04-7095-2218

君津市
８月４日（土）１９：３０～２０：３０
※荒天時は１９日（日）に順延

◆会場：亀山ダム湖畔

◆打上数：約５，０００発

◆アクセス：笹パーキング及びダム周辺に臨時駐車場（400台）

◆問合せ先:(一社)君津市観光協会亀山支部TEL:0439-39-2535
受付時間：10：00～15：00（水曜定休）

◆備考：17：00から道の駅ふれあいパーク・きみつの
駐車場から花火大会会場への無料連絡バスを運行。
※会場周辺の交通規制17：00頃から。

御宿町
８月２日（木）１９：３０～２０：１５
※荒天時は翌日に順延

◆会場：御宿中央海岸

◆打上数：約１，５００発

◆アクセス：駐車場（760台）

◆問合せ先：御宿町観光協会 TEL:0470-68-2414

◆備考：スターマインや水中花火、キャラクターなど
個性的で鮮やかな花火が夏の夜空を彩ります。

袖ケ浦市
８月４日（土）１９：３０～２０：００
◆会場：東京ドイツ村（袖ケ浦市永吉419）

◆打上数：約２，５００発

◆アクセス：ＪＲ内房線袖ケ浦駅から有料直通バス有り

◆問合せ先：袖ケ浦市観光協会 TEL:0438-62-3436

◆備考：市民祭りは、午後2時15分からオープニング、
午後3時15分からイベントが開催。
フィナーレに花火が打ち上げられます。

南房総市
８月５日（日）１９：４０～２０：２０
※荒天時は６日（月）に順延

◆会場：岩井海岸

◆打上数：約３，０００発

◆アクセス：周辺に複数駐車場有り約３００台

◆問合せ先：南房総市観光協会 TEL:0470-28-5307

木更津市
８月１５日（水）１９：１０～２０：３０
※荒天時の場合は１６日（木）に順延

◆会場：木更津港内

◆打上数：約１０，０００発

◆アクセス：駐車場有り 約3,000台

◆問合せ先（一社）木更津観光協会 TEL:0438-22-7711

◆備考：花火によって港のシンボル・中の島大橋が光の中に
映え、木更津ならではの風情を見せてくれます。

富津市
７月２８日（土）１９:４０～２０：３０
※荒天時は２９日（日）に順延

◆会場：富津海水浴場

◆打上数：約６，０００発

◆アクセス：館山自動車道木更津南ICから国道16号経由で
富津岬方面へ車で約20分
富津市総合社会体育館付近 駐車場有（3,000台）

◆問合せ先：富津市民花火大会実行委員会事務局 0439-80-1291

◆備考：花火の見どころは、東京湾初の水中スターマインです。

館山市
８月８日（水）１９:３０～２０：４５
※荒天時は９日（木）または１０日（金）に順延

◆会場：館山市北条海岸

◆打上数：約１０，０００発

◆アクセス：JR内房線館山駅より徒歩５分

◆問合せ先：館山観光まつり実行委員会 TEL:0470-22-8330
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南房総地域の立ち寄りスポット

御宿ウォーターパーク ナイトアドベンチャー

鴨川市

◆期間：7月23日(月)～27日(金)、7月30日(月)～8月3日(金)
8月20日(月)～24日(金)
１班20:00 ２班20:10 ３班20:20（約1時間15分）

◆場所：鴨川シーワールド（鴨川市東町1464-1）

◆料金：大人(高校生以上)1,000円、小人(4才～中学生)700円、
3才以下は無料

◆予約受付：7月1日より電話受付開始、1日100名限定
人数に余裕があれば、当日参加18:00まで受付け

◆問合せ先：鴨川シーワールド TEL:04-7093-4803

◆備考：夜の水族館の特別な雰囲気や動物たちの寝顔を楽しめる
予約制のナイトツアー

町営天然温泉「笑楽の湯」

サマーナイトファーム東京湾サンセットクルーズ

富津市

◆期間：７月２１日(土)～８月３１日(金)
※7/28、8/4、8/8は運休

◆場所：東京湾フェリー金谷ターミナル 富津市金谷4303

◆乗船時間：金谷発１７：２０便
金谷フェリーターミナルより乗船1往復(約1時間50分)

◆料金：大人2,500円、小学生1,500円

◆問合せ先：東京湾フェリー金谷フェリーターミナル TEL:0439-69-2111

◆備考：沈む夕日に頬を染め、心地よい潮風に吹かれながらの
ロマンチックなクルーズを是非お楽しみ下さい。

木更津かんらんしゃパーク キサラピア夕焼けジャーマン～ランタン大作戦～

鋸南町

◆営業時間：土日祝１０：００～１８：３０
（毎週月曜日休館、祝日の場合は翌日）

◆場所：鋸南町上佐久間66

◆料金：大人500円、小人250円

◆問合せ先：笑楽の湯 TEL:0470-55-8830

◆備考：竹林に囲まれた天然温泉笑楽の湯、窓を開ければ、
露店風呂気分を楽しむことができます。

御宿町

◆期間：～８月３１日(金)まで ９:００～１７：００
◆場所：千葉県夷隅郡御宿町須賀2208

◆入園料：大人1,200円、中学生以下・70歳以上 500円
※15:00以降 大人500円、中学生以下・70歳以上300円

◆問合せ先：御宿町営ウォーターパーク TEL0470－68－3923
御宿町産業観光課 TEL:0470－68－2513

◆備考：流れるプールや幼児プール、川下りスライダーなど
魅力いっぱいのプール。園内イベントも毎日実施。

袖ケ浦市

◆営業時間：７月２７日(金)～８月２６日(日)までの金土日祝
９:３０～２０：００

（最終入場は、7時30分まで）
※お盆シーズンの8月10日から8月19日（日）は毎日開催。
※8月4日（土）は、市民祭りのため、対象外
※降雨、強風時中止の場合有り

◆場所：東京ドイツ村（袖ケ浦市永吉419）

◆料金：大人800円、子ども400円、※乗用車1,000円

◆問合せ先：東京ドイツ村 TEL:0438-60-5511

◆備考：ＬＥＤランタンの打ち上げ＆中国ランタンエリア出現！
ビアガーデンでドイツのビールの飲み比べ！

木更津市

◆営業時間：１０:００～２１：００

◆場所：かずさアクアシティ（木更津市金田東2-10-1）

◆入場料：無料。アトラクション毎に料金設定（観覧車700円）

◆問合せ先：キサラピア TEL:0438－38－5411

◆備考：東京湾の素敵な夜景を楽しむことができます。

富津市

◆期間：7月28日(土)、29日(日)、8月4日(土)、5日(日)、11日(祝)～15日(水)、
18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日)、9月1日(土)、2日(日)

※９:００～２１：００まで営業
※花火打ち上げは、１９：５０から約15分間

◆場所：マザー牧場（富津市田倉940-3）

◆入場料：16時以降～大人（中学生以上）600円、子ども（4歳～小学生）300円
※駐車場代500円

◆問合せ先：マザー牧場 TEL:0439-37-3211

◆備考：毎年恒例の「サマーナイトファーム」。ビアガーデン＆
ジンギスカンで打ち上げ花火をゆっくり楽しめます｡
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南房総地域を満喫 道の駅のグルメ

鴨川産天草使用の「ところ天」 夏季限定 アサイ―ソフト

ジンタの押し寿し

Café金次郎の「金次郎と給食」 フレンチブリュレバウムおいしいたまご 永光卵

鴨川市 道の駅 鴨川オーシャンパーク

◆販売期間：～８月３１日まで

◆営業時間：９：００～１８：００

◆値段：１２０円（税込み）

◆問合せ先：道の駅「鴨川オーシャンパーク」TEL：04-7096-1911

鋸南町 道の駅 きょなん

◆販売期間：通年

◆営業時間：９：００～１７：００

◆値段：１，０８０円（税込み）

◆問合せ先：道の駅「きょなん」 TEL：0470-55-4518

◆備考：※要予約。月曜休館

鋸南町 都市交流施設・道の駅 保田小学校

◆販売期間：通年

◆営業時間：９：００～１８：００

◆値段：９８０円（税込み）

◆問合せ先：都市交流施設・道の駅「保田小学校」TEL：0470-29-5530

◆備考：水曜定休

君津市 道の駅 ふれあいパーク・きみつ

◆販売期間：通年

◆営業時間：９:００～１８：００（４月～９月）

◆値段：１箱９００円（税込み）

◆問合せ先：きみつふるさと物産館 TEL：０４３９-３９-３９３９

木更津市 道の駅 うまくたの里

◆販売期間：通年

◆営業時間：９:００～１８：００（7月上旬～９月）

◆値段：１，５１２円（税込み）

◆問合せ先：道の駅「うまくたの里」TEL：０４３８－５３－７１５５

◆備考：フレンチブリュレバウムの販売はカフェタイム（１４：００～１７：００）

完熟びわゼリー

南房総市 道の駅 とみうら枇杷倶楽部

◆販売期間：通年

◆営業時間：９:15～１８：００

◆値段：３２４円（税込み）

◆問合せ先：道の駅「とみうら」枇杷倶楽部 TEL：0470-33-4611

南房総市 道の駅 三芳村鄙の里

◆販売期間：通年

◆営業時間：９:００～１７：００

◆値段：５００円（税込み）

◆問合せ先：道の駅「三芳村」鄙の里 TEL：0470-36-4116

三芳村 牛乳カステラ

南房総市 道の駅 和田浦ＷＡ・Ｏ！
◆販売期間：通年

◆営業時間：９：００～１８：００

◆値段：１５０円（税込み）

◆問合せ先：道の駅「和田浦WA・O！」TEL：0470-47-3100

くじらコロッケ

館山市 道の駅 南房パラダイス
（アロハガーデンたてやま）

◆販売期間：～９月３０日まで

◆営業時間：土日祝 ９：００～１７：00

◆値段：４３２円(税込み)

◆問合せ先：アロハガーデンたてやま TEL：0470-28-1511

◆備考：アサイ―ソフトの販売は、9：3０～１5：3０
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※各商品の販売時間やラストオーダーの時間は、店舗により異なりますので、直接ご確認下さい。


