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東京から

一番近い

房総リゾート！

見る
木更津の

歴史と自然を満喫する

楽しむ
ゆったり、のんびり、リラックス
ショッピングも楽しめます

お土産
木更津自慢の
お土産いろいろ

遊ぶ
お祭り、グルメ、スポーツなど、
楽しいイベントがいっぱい

食べる

宿泊
ガイド

地元の食材を活かした、
木更津グルメを
ご堪能あれ

体験・味覚狩り
自分で収穫すれば、

自然の恵みはもっとおいしくなる



龍宮城スパホテル三日月

ホテルロイヤルガーデン
木更津

グランパークホテル
エクセル木更津

KUKULUホテル

ホテルルートイン木更津ホテル銀河

木更津ワシントンホテル

各施設の
詳細・
予約は
こちら

栄楽旅館
木更津市中央 2-3-20
☎0438-22-5175

藤川旅館
木更津市真里 121-7
☎0438-53-2043

木更津市大和 1-8-14　☎0438-22-7211
http://hotel-royalgarden.co.jp/

木更津市朝日1-1-40　☎0438-22-4123
https://grandpark-ex.jp/kisarazu/

木更津市北浜町 1　☎0438-41-8111
http://www.mikazuki.co.jp/ryugu/

東京ベイプラザホテル
木更津市新田 2-2-1　☎0438-25-8888
https://www.tokyobayplaza.com/

木更津市清見台 2-29-11　☎050-5837-7660
 https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/chiba/index_hotel_id_663/

木更津市新田 3-1-24　☎0438-23-7051
http://www.hotel-ginga.co.jp/

木更津市大和 1-2-1　☎0120-691-745
https://washington-hotels.jp/kisarazu

木更津市富士見 3-2-27　☎0438-25-1911
http://kukulu-hotel.jp
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A-3 C-7オークラアカデミアパーク
ホテル
木更津市かずさ鎌足 2-3-9　☎0438-52-0111
http://www.kap.co.jp/oap/

H-11

パプリカホテルです
木更津市金田東 1-20-20　☎0438-53-8253
https://www.paprikahoteldesu.com

ABホテル木更津
木更津市金田東 6-47-30　☎0438-41-3811
https://www.ab-hotel.jp/kisarazu/

ファミリーロッジ旅籠屋
木更津港店
木更津市富士見 3-4-31　☎0438-23-8854
https://ssl.hatagoya.co.jp

C-6

ファミリーロッジ旅籠屋
木更津金田店
木更津市金田東 6-18-11　☎0438-41-8854
https://ssl.hatagoya.co.jp

D-2

鳥居崎倶楽部
木更津市富士見３-５-１１　☎0438-97-6300
https://toriizaki.club/access/

B-6 C-6

C-7 C-7D-6 C-6

C-6 L-8

C-6 C-6 C-2 C-2

木更津市経済部観光振興課
https://www.city.kisarazu.lg.jp/ ☎0438-23-8459
〒292-0831 木更津市富士見1-2-1 スパークルシティ木更津８階

木更津市観光案内所
http://www.kisarazu.gr.jp/ ☎0438-22-7711 
〒292- 0831 木更津市富士見1-2-1 スパークルシティ木更津１階

車利用（アクアライン経由）

　　　　東京駅
　　　　羽田空港
　　　　品川駅
　　　　新宿駅
　　　　川崎駅
　　　　横浜駅
　　　　渋谷駅

約 40 分
約 20 分
約 45 分
約 55 分
約 50 分
約 40 分
約 85 分
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　　　　東京駅
　　　　東京駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　千葉駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

木
更
津
駅

特急約 60 分
快速約 80 分
普通約 40 分

新型コロナウイルス感染症の影響により、
営業時間等が変更される場合があります。
あらかじめホームページ等でご確認ください。

●京成タクシーかずさ株式会社…☎0120-36-2211
●木更津合同タクシー………☎0120-51-0244

※路線によっては、チバスタアクア金田（金田バスターミナル）に止まらない便も
　あります。予め、停車するバスターミナルをご確認のうえ、ご乗車ください。
>> 木更津市・高速バス案内
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kotsu/bus/1001857.html

観光タクシー

●日東交通株式会社…………☎0438-25-4156
●小湊鉄道株式会社…………☎0438-37-7299

バス

約 15 分川崎
約 30 分横浜

約 50 分東京

高速バス利用

約 20 分

アクセス

発 行

観光の
お問い合わせ

●三井アウトレットパーク木更津への直行便
　東京駅、品川駅、川崎駅、横浜駅、成田空港からの一部の便
　町田バスセンター、相模大野駅、渋谷マークシティから直行便がでています。
●イオンモール木更津への直行便
　東京駅からの一部の便

JR 利用 >>お問い合せJR木更津駅…☎0438-22-3133
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kazusa-smoke 
燻製オリーブオイル他
㈱リオ ☎0438-71-1700

山麓カレー他
㈱山麓 ☎0438-22-3383

御身あらい他
小川漁網商店 ☎0438-22-4341

ヒエヒエポシェット
不二小栄工房 ☎0438-36-8091

バーベキュー弁当他
吟米亭浜屋　文京店
☎0438-22-4161

木更津純米酒他
㈲平井酒店 ☎0438-22-2848

木更津パッションフルーツ三昧
木更津熱帯村 ☎0438-41-0867

一途なのり天
木更CoN ☎080-5744-5494

日本梨
木更津梨栽培研究会
☎0438-98-9377

浜の太巻
（有）平島水産 ☎0438-41-5605

清酒「きさポン」
㈱宮崎酒造店 ☎0439-35-3131

あさりカレー他
㈱たからや ☎0438-22-3765

【THE P-NUTS】プレミアム
ピーナッツペースト他
山津屋 ☎0438-25-3225

焼のり
綱島園いっぷく茶房  イオンモール木更津店
☎0438-38-4570

中川ポコ太郎・焼海苔他
㈲中川海苔店 ☎0438-37-1226

ばらのリフレーク
金田漁業協同組合直営あま海苔直売センター
☎0438-63-1786

さや付き落花生千葉半立種他
㈲鈴市商店 ☎0438-22-2319

千葉半立種　
天日干しから付き落花生他
㈱落花生工房かずさ屋 ☎0438-22-0038

ブルーベリージャム・
マフィン他
のらり・くらり ☎0438-53-8115

しょこらもち・
なまくりーむあんみつ　　
東屋 ☎0438-22-5884

とろなまチョコ輪うむ他
せんねんの木
☎0438-38-6030

濃縮ブルーベリー
100％飲料「アイキラリン」他
エザワフルーツランド ☎0438-53-5160

純生カスターシュー他
エル・プランタン合同会社
☎0438-40-5035

木更津かりんとたぬき他
長崎堂 ☎0438-98-1705

フルーツサンド
Pergolato ☎0438-55-4186

夢見る果実
ブルーベリージュース他
フルーツ街道 夢農場 ☎0438-53-8120

たぬきホルダー
たぬき工房 ☎0438-52-0175

あさり佃煮・ちんみあさり他
岩崎物産㈲ ☎0438-22-3101

きさポンぬいぐるみ
（有）親和商店 ☎0439-52-0714

くりーむパン５種セット他
八天堂きさらづ ☎0438-52-0810

石けりコロロ（ポルボローネ）
３種セット他
hanahaco ☎0438-36-4368

走る！鳴る！バス型貯金箱・
バス型ホッチキス
日東交通㈱ ☎0438-97-6018

木更津うまくた米他
木更津市農業協同組合
☎0438-23-8022

上角（黒文字楊枝）他
畑沢楊枝

あさり佃煮・ほたて佃煮・かき佃煮
（購入希望の方は直接お問い合わせください）
木更津魚市場 ☎0438-25‐3131

オーガニック
クラフトビール 3 種
ベアーズ ☎0438-23-7776

木更津ならではの、自然豊かな
食材を活かしたこだわりの料理を紹介。

何を食べますか？

木更津市観光案内所
☎0438-22-7711
http://www.kisarazu.gr.jp/

観光協会
推薦
観光協会
推薦

江戸前寿司

あさり膳

フレンチ
バウム
クーヘン

ブルーベリー
ソフト

御城印
木更津市観光案内所
☎0438-22-7711

©山城ガールむつみ

魅力的な
品揃えに
注目 !!

浜焼き

きさらづ田の草取り唄 CD
（ダウンロードカード入り）

前田敏之 ☎080-3324-8749



三井アウトレットパーク 木更津
「BOSO CITY RESORT」をコンセプトに、海沿いの自然豊
かな立地特性を活かしたリゾート型アウトレットモール。東
京湾アクアラインで東京都心部・神奈川県など首都圏広
域からのアクセスにも優れています。店舗はすべて1階建て
の設計となっており、空と風を感じられる開放的な空間で
心地よくショッピングを楽しんでいただけます。国内外の有
名ブランドの他、大型フードコートには地元の人気店を含む
人気グルメが集結しており、店舗数で日本最大のアウトレッ
トモール。（2020年7月現在株式会社ビデオリサーチ調べ）
☎0438-38-6100  木更津市金田東3-1-1
●https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/

ショップ      10:00～20:00　
レストラン   11:00～21:00　
フードコート 10:30～21:00

D-2 イオンモール木更津
イオンモール木更津は、館山自動車道・木更津南インター
から約2kmと便利な立地で、東京駅からの高速バスもあり
ます。28万㎡という広大な敷地に、150を超える専門店や
総合スーパー イオンスタイル他、本格的なレースを楽しめる
サーキット場、大型テントで大人数でも楽しめるバーベ
キュー場、風が吹く、水が飛び散るなど体感型シアター4DX
を備えたシネマコンプレックスなど、お買い物だけでなくレ
ジャーも楽しめる施設です。
☎0438-30-2600（専門店） 
☎0438-38-8600（総合スーパー）  
木更津市築地1-4
●https://kisarazu-aeonmall.com/
　　　　　10:00～21:00（専門店）　
9:00～22:00（総合スーパー）   ※一部店舗は営業時間が異なります。

B-8 道の駅
「木更津 うまくたの里」

道の駅「木更津うまくたの里」は、名産
のアサリやブルーベリーをはじめ、地元
農家から届く新鮮な野菜、独自のピー
ナッツ商品など千葉県の美味しいもの
を取り揃えています。

☎0438-53-7155  
木更津市下郡1369-1
●http://chiba-kisarazu.com/

9:00～17:00

L-8

龍宮城スパホテル三日月
♪ゆったりたっぷりの～んびり♪のCMでおなじみ、「龍宮城
スパホテル三日月」。
関東最大級のリゾートホテルで、お泊りはもちろん日帰り入
浴も可能です。東京湾を一望できる温泉を楽しめるほか、
天候を気にせず遊べる屋内プール、大自然の景観を満喫
できる屋外プールと親子三世代で365日お楽しみいただけ
ます。都心から40分とアクセスも良好で、ベイエリア観光・
房総観光の拠点としてもご利用ください。

☎0438-41-8111  木更津市北浜町1
●http://www.mikazuki.co.jp/ryugu/

平日10:00～19:00　
土日祝10:00～23:00（スパ営業時間）

A-3 東京湾アクアライン（海ほたる）
木更津・川崎を結ぶ架け橋、東京湾アクアラインの中間点
に位置する「海ほたる」。海の真ん中に悠然と浮かぶさまは、
まるで豪華客船のよう。京浜エリア・千葉エリアそれぞれの
玄関口としてのインフォメーション機能をはじめ、充実したレ
ストラン・各種ショップ・アミューズメントコーナー、ゆったりと
したオープンスペースなどを持つ多目的なパーキングエリア
で、ここを目的に多くの観光客が訪れるほどの人気スポット
です。2019年4月にリニューアル工事が完了し、グランドオー
プンしました。

☎0438-41-7401（海ほたる事務所）  
木更津市中島地先海ほたるPA
●https://www.umihotaru.com/

A-1 KURKKU FIELDS
2019年秋、木更津市矢那の広大
な農場を舞台に「農業」「食」「アー
ト」が融合した注目のスポットが誕生
しました。自然の恵みを活かしたグル
メやアート鑑賞、トレーラーハウスで
の宿泊も可能な、自然との共生体験
施設。楽しみ方はあなた次第、是非
体感してみてください。

☎0438-53-8776　
木更津市矢那2503　
●https://kurkkufields.jp/

10:00～17:00

G-11

コストコホールセール 
木更津倉庫店
県内３か所目、内房エリア初出店となるコストコ木更津倉庫
店。食品だけでなく、家電、衣料品、日用雑貨などの幅広い
品揃えに加え、専門店としての便利なサービス（ガスステー
ションなど）も充実！

☎0570-032-600（カスタマーセンター）　
木更津市瓜倉823番地（金田西2街区1画地）　
●https://www.costco.co.jp/store-finder/Kisarazu

10:00～20:00

C-3 ポルシェ・エクスペリエンス
センター東京
日本で初めて、世界で９番目のポルシェ専用のブランド体験施
設となります。敷地面積約43haの中にあるコースは周回距離
が２.１kmあり、地形を生かした高低差のあるドライビングなど
が体験できます。また、専属インストラクターによるポルシェの
運転理論や技術の本格的なレクチャープログラムを実施する
ほか、ラウンジやレストラン、本格的なレーシングシミュレーター
などがあります。

☎0120-718-911　木更津市伊豆島中ノ台1148-1　
●https://porsche-experiencecenter-tokyo.jp/

受付時間９：００～１８：００(営業日はウェブサイト
でご確認ください)

H-8 鳥居崎海浜公園
公園内にレストラン、宿泊施設、カフェを併設して、2022年
3月にリニューアルオープンした新たな観光スポットです。
お食事以外にも、海風を感じながらバスケットボール、
ウォーキングなどのレジャー活動もお楽しみいただけます。
☎0438-38-3488（舵輪  レストラン）
☎0438-97-6300（鳥居崎倶楽部  飲食、宿泊）
木更津市富士見３-５
●https://parkbay-toriizaki.com

舵輪１１:３０～２２:００(月曜除く)
鳥居崎倶楽部１１:００～２２:００
HAVOR NICE DAY !（カフェ） １１:００～２１:３０（２０:３０ＬＯ、水曜除く）

C-6B-6

営業時間
営業時間

営業時間

営業時間
営業時間

営業時間

営業時間

営業時間



歌舞伎の演目「与話情浮名横櫛」で、与三郎と
お富が初めて出会い、逢瀬を重ねた場所と伝
えられる「見染の松」。別名「袖掛けの松」ともい
われます。
☎0438-23-8467

（木更津市役所市街地整備課）
木更津市富士見3-7
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約14分

２体のブロンズ像は、木更津甚句の普及に尽く
した若福姐さんとこれを受け継ぐ現代女性をイ
メージしています。
☎0438-22-7711
< 木更津市観光案内所 >
木更津市富士見3-6
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約14分

木更津甚句普及の功労者、芸者「若
福」の墓があります。また、毎年２月８日
には、針供養が行われます。
☎0438-22-5954（成就寺）
木更津市富士見1-9-17
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約5分

日本武尊東征のおり、現在の東京湾に身を投じ
て海神の怒りを鎮め、窮地を救ったと伝えられ
る弟橘媛を祭る神社。
☎0438-23-8881（八剱八幡神社）
木更津市吾妻2-7-55
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約18分　木更津駅西口
バスで約4分（駅西口2番乗場にて三井アウト
レットパーク行に乗車、吾妻神社前にて下
車）

本堂裏手に広がる庭園は、四季折 の々花が咲
き、四季を通じて水墨画の趣きを見せてくれま
す。重要な文化財が数多く保存されています。
☎0438-36-0081（長楽寺）
木更津市請西 982
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約6分 (駅東口1
番乗場にて日東交通　羽鳥野線八幡台ニュー
タウン行に乗車、国道請西で下車)

木更津駅にほど近い光明寺には、歌舞伎『与
話情浮名横櫛』でおなじみの切られ与三郎の
墓があります。
☎0438-22-3603（光明寺）
木更津市中央1-3-5
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約3分

木更津港の入り口にウェルカムゲートのように
そびえる中の島大橋。高さ27メートル、長さ236
メートルの日本一高い歩道橋です。おんぶして
渡ると恋が叶うという「赤い橋の伝説」がドラマ
で生まれ、恋人の聖地に選定されています。
☎0438-23-8467

（木更津市役所市街地整備課）
木更津市中の島2番地
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約 17 分

童話『証城寺の狸ばやし』で有名な和尚と狸に
まつわる伝説が伝わるお寺。10月には「狸まつ
り」が行われます。
☎0438-22-2018（證誠寺）
木更津市富士見2-9-30
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約9分

小高い丘全体が公園となり「きみさらずタワー」
や「博物館」があります。また、春には桜の名所
となり、大勢の人で賑わいます。
☎0438-23-8467

（木更津市役所市街地整備課）
木更津市太田2-16
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから
徒歩約5分（駅2番乗場にて、日東交通　太田
循環木更津駅東口行に乗車、恋の森で下車）

関東三大神輿の一つといわれる大神輿を見る
ことができます。７月の御例祭にはこの大神輿
が町内を練り歩きます。
☎0438-23-8881（八剱八幡神社）
木更津市富士見1-6-15
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約6分

上総丘陵の豊かな緑の中に整備が進む国際
的な研究開発拠点。コンベンション、宿泊など
の施設もあります。
☎0438-20-5555
木更津市かずさ鎌足2-3-9
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約25分（駅東口5
番乗場にて高倉線・かずさアカデミアパーク線も
しくは駅西口3番乗場にて鴨川線に乗車。3路線
全てかずさアークにて下車）

坂東三十三観音の第 30 番札所で、「高倉の観
音様」の名で親しまれている高蔵寺は、観音巡
礼の聖地。高い床や巨大な構造柱は県下でも有
数です。
☎0438-52-2675（高蔵寺）
木更津市矢那1245
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約 25 分、そこから
目的地まで徒歩約 10 分（駅東口5 番乗場にて
日東交通　草敷・高倉線行きに乗車、高倉観
音下で下車）

国内では他に見ることの出来ない古代の「金のすず」
（重要文化財）を中心に展示している博物館です。他
に市内各所で見つかった多くの出土品や、上総掘りの
井戸掘り道具（重要有形民俗文化財）などの展示から、
木更津市と周辺地域の歴史を学ぶことができます。
☎0438-23-0011（木更津市郷土博物館 金のすず）
木更津市太田 2-16-2
●開館時間：9:00～17:00（入館時間は16:30まで）
●休館日：月曜（祝日にあたる場合は翌日）
　　　　  12 月28日～翌年 1 月4日  その他臨時に休館の場合あり
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから徒歩約5分

（駅2番乗場にて、日東交通 太田循環木更津駅東口行
に乗車、恋の森で下車）

市内草敷の農家を移築復元したもの。江戸時
代中期(18世紀初頭)の建築とされています。

（ボランティアガイド有り）
☎0438-23-0011（木更津市郷土博物館 金のすず）
木更津市太田2-16-2
●休館日：月曜（祝日にあたる場合は翌日）
　　　　  12 月28日～翌年 1 月4日  
　　　　  その他臨時に休館の場合あり
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから徒
歩約5分（駅2番乗場にて、日東交通　太田循
環木更津駅東口行に乗車、恋の森で下車）

「恋の森」の別名をもつ太田山公園山頂に建つ、高
さ28メートルのきみさらずタワー。剣型のタワーの先
で手を差し伸べ合うのは、日本武尊と弟橘媛で、展
望台のデザインは、江戸と木更津間の物資輸送など
に活躍した木更津船をイメージしたもの。ここからの
眺めは格別で、市内はもちろん、東京湾を一望する
ことができます。
☎0438-23-8467（木更津市役所市街地整備課）
木更津市太田2-16
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから徒歩
約5分（駅2番乗場にて、日東交通　太田循環木更
津駅東口行に乗車、恋の森で下車）

与三郎の相棒、こうもり安の墓があるのが選擇
寺。本名を山口瀧蔵といい、生粋の木更津っ子
でした。本堂は、国の登録有形文化財となって
います。
☎0438-22-2293（選擇寺）
木更津市中央1-5-6
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約9分

小櫃川の河口に広がる干潟は、東京湾に残され
た唯一の自然干潟。渡り鳥や多くの海辺の生
物が観察できます。
☎0438-36-1432

（木更津市役所環境政策課）
木更津市畔戸無番地
●駐車場：なし
●木更津駅より車で約15分

馬来田駅から真里谷城址までのおよそ12㎞
のハイキングコース。コスモスロードや湧水
のいっせんぼくなどが見所。
☎0438-22-7711 < 木更津市観光案内所 >
木更津市真里谷
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅よりJR久留里線に乗車し、馬来田
駅にて下車。そこから徒歩約10分。

●団体は２０人以上です。
●障がい者とその介助者１名までは無料です。
●特別展の観覧料は、1,020円以内でその都度定めます。

　  常設展
一般
大学・高校生
中学生以下
65歳以上

個人
200円
100円
無料
無料

団体
160円
80円
無料
無料

年間観覧券
1,020円
510円

-
-

やまとたけるのみこと おとたちばなひめ

ま り や つ じ ょ う し

やまとたけるのみこと

よわなさけうきなのよこぐし

わなさけうきなのよこぐし

よ

みこし

ばんどう

おとたちばなひめ

　　　　　　　　  やす　　　はか　せんちゃくじこうもり安の墓（選擇寺） Cｰ6  お   びつ  がわ   か   こう    ひ   がた

小櫃川河口干潟 Aｰ4　                                みち

うまくたの路（コスモスロード･いっせんぼく） Mｰ7　よ   さぶ  ろう          はか  こうみょうじ与三郎の墓（光明寺） Cｰ6

 じょう じゅ    じ

成就寺 Cｰ7                                                       　おおだやまこうえんないきみさらずタワー（太田山公園内） Dｰ7かずさアカデミアパーク Hｰ11

  き  さら  づ    し  きょう ど  はくぶつかん　きん　                  おおだやまこうえんない木更津市郷土博物館 金のすず（太田山公園内） Dｰ7
 こう   ぞう    じ　 たかくらかんのん高蔵寺（高倉観音） Hｰ10

  あ   づま   じん   じゃ

吾妻神社 Cｰ6

 こい   びと          せい    ち　     なか     しまおおはし なか     しまこうえん恋人の聖地 / 中の島大橋（中の島公園） Bｰ6  おお   だ   やま  こう  えん　こい　　もり太田山公園（恋の森） Dｰ7  や   つるぎ はち まん  じん   じゃ

八剱八幡神社 Cｰ6しょうじょう じ

證誠寺 Cｰ7

  み    そめ          まつ    とり い ざきかいひんこうえん見染の松（鳥居崎海浜公園） Cｰ7 きゅうあん ざい   け   じゅう たく　おおだやまこうえんない旧安西家住宅（太田山公園内） Dｰ7ちょう らく    じ

長楽寺 Dｰ7  き    さら    づ   じん    く     き   ねん    ひ     とり い ざきかいひんこうえん木更津甚句記念碑（鳥居崎海浜公園） Cｰ7

木 更 津 の 歴 史 と 自 然 を 満 喫 す る



歌舞伎の演目「与話情浮名横櫛」で、与三郎と
お富が初めて出会い、逢瀬を重ねた場所と伝
えられる「見染の松」。別名「袖掛けの松」ともい
われます。
☎0438-23-8467

（木更津市役所市街地整備課）
木更津市富士見3-7
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約14分

２体のブロンズ像は、木更津甚句の普及に尽く
した若福姐さんとこれを受け継ぐ現代女性をイ
メージしています。
☎0438-22-7711
< 木更津市観光案内所 >
木更津市富士見3-6
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約14分

木更津甚句普及の功労者、芸者「若
福」の墓があります。また、毎年２月８日
には、針供養が行われます。
☎0438-22-5954（成就寺）
木更津市富士見1-9-17
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約5分

日本武尊東征のおり、現在の東京湾に身を投じ
て海神の怒りを鎮め、窮地を救ったと伝えられ
る弟橘媛を祭る神社。
☎0438-23-8881（八剱八幡神社）
木更津市吾妻2-7-55
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約18分　木更津駅西口
バスで約4分（駅西口2番乗場にて三井アウト
レットパーク行に乗車、吾妻神社前にて下
車）

本堂裏手に広がる庭園は、四季折 の々花が咲
き、四季を通じて水墨画の趣きを見せてくれま
す。重要な文化財が数多く保存されています。
☎0438-36-0081（長楽寺）
木更津市請西 982
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約6分 (駅東口1
番乗場にて日東交通　羽鳥野線八幡台ニュー
タウン行に乗車、国道請西で下車)

木更津駅にほど近い光明寺には、歌舞伎『与
話情浮名横櫛』でおなじみの切られ与三郎の
墓があります。
☎0438-22-3603（光明寺）
木更津市中央1-3-5
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約3分

木更津港の入り口にウェルカムゲートのように
そびえる中の島大橋。高さ27メートル、長さ236
メートルの日本一高い歩道橋です。おんぶして
渡ると恋が叶うという「赤い橋の伝説」がドラマ
で生まれ、恋人の聖地に選定されています。
☎0438-23-8467

（木更津市役所市街地整備課）
木更津市中の島2番地
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約 17 分

童話『証城寺の狸ばやし』で有名な和尚と狸に
まつわる伝説が伝わるお寺。10月には「狸まつ
り」が行われます。
☎0438-22-2018（證誠寺）
木更津市富士見2-9-30
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約9分

小高い丘全体が公園となり「きみさらずタワー」
や「博物館」があります。また、春には桜の名所
となり、大勢の人で賑わいます。
☎0438-23-8467

（木更津市役所市街地整備課）
木更津市太田2-16
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから
徒歩約5分（駅2番乗場にて、日東交通　太田
循環木更津駅東口行に乗車、恋の森で下車）

関東三大神輿の一つといわれる大神輿を見る
ことができます。７月の御例祭にはこの大神輿
が町内を練り歩きます。
☎0438-23-8881（八剱八幡神社）
木更津市富士見1-6-15
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約6分

上総丘陵の豊かな緑の中に整備が進む国際
的な研究開発拠点。コンベンション、宿泊など
の施設もあります。
☎0438-20-5555
木更津市かずさ鎌足2-3-9
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約25分（駅東口5
番乗場にて高倉線・かずさアカデミアパーク線も
しくは駅西口3番乗場にて鴨川線に乗車。3路線
全てかずさアークにて下車）

坂東三十三観音の第 30 番札所で、「高倉の観
音様」の名で親しまれている高蔵寺は、観音巡
礼の聖地。高い床や巨大な構造柱は県下でも有
数です。
☎0438-52-2675（高蔵寺）
木更津市矢那1245
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約 25 分、そこから
目的地まで徒歩約 10 分（駅東口5 番乗場にて
日東交通　草敷・高倉線行きに乗車、高倉観
音下で下車）

国内では他に見ることの出来ない古代の「金のすず」
（重要文化財）を中心に展示している博物館です。他
に市内各所で見つかった多くの出土品や、上総掘りの
井戸掘り道具（重要有形民俗文化財）などの展示から、
木更津市と周辺地域の歴史を学ぶことができます。
☎0438-23-0011（木更津市郷土博物館 金のすず）
木更津市太田 2-16-2
●開館時間：9:00～17:00（入館時間は16:30まで）
●休館日：月曜（祝日にあたる場合は翌日）
　　　　  12 月28日～翌年 1 月4日  その他臨時に休館の場合あり
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから徒歩約5分

（駅2番乗場にて、日東交通 太田循環木更津駅東口行
に乗車、恋の森で下車）

市内草敷の農家を移築復元したもの。江戸時
代中期(18世紀初頭)の建築とされています。

（ボランティアガイド有り）
☎0438-23-0011（木更津市郷土博物館 金のすず）
木更津市太田2-16-2
●休館日：月曜（祝日にあたる場合は翌日）
　　　　  12 月28日～翌年 1 月4日  
　　　　  その他臨時に休館の場合あり
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから徒
歩約5分（駅2番乗場にて、日東交通　太田循
環木更津駅東口行に乗車、恋の森で下車）

「恋の森」の別名をもつ太田山公園山頂に建つ、高
さ28メートルのきみさらずタワー。剣型のタワーの先
で手を差し伸べ合うのは、日本武尊と弟橘媛で、展
望台のデザインは、江戸と木更津間の物資輸送など
に活躍した木更津船をイメージしたもの。ここからの
眺めは格別で、市内はもちろん、東京湾を一望する
ことができます。
☎0438-23-8467（木更津市役所市街地整備課）
木更津市太田2-16
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅東口よりバスにて約5分、そこから徒歩
約5分（駅2番乗場にて、日東交通　太田循環木更
津駅東口行に乗車、恋の森で下車）

与三郎の相棒、こうもり安の墓があるのが選擇
寺。本名を山口瀧蔵といい、生粋の木更津っ子
でした。本堂は、国の登録有形文化財となって
います。
☎0438-22-2293（選擇寺）
木更津市中央1-5-6
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅より徒歩約9分

小櫃川の河口に広がる干潟は、東京湾に残され
た唯一の自然干潟。渡り鳥や多くの海辺の生
物が観察できます。
☎0438-36-1432

（木更津市役所環境政策課）
木更津市畔戸無番地
●駐車場：なし
●木更津駅より車で約15分

馬来田駅から真里谷城址までのおよそ12㎞
のハイキングコース。コスモスロードや湧水
のいっせんぼくなどが見所。
☎0438-22-7711 < 木更津市観光案内所 >
木更津市真里谷
●駐車場：あり（無料）
●木更津駅よりJR久留里線に乗車し、馬来田
駅にて下車。そこから徒歩約10分。

●団体は２０人以上です。
●障がい者とその介助者１名までは無料です。
●特別展の観覧料は、1,020円以内でその都度定めます。

　  常設展
一般
大学・高校生
中学生以下
65歳以上

個人
200円
100円
無料
無料

団体
160円
80円
無料
無料

年間観覧券
1,020円
510円

-
-

やまとたけるのみこと おとたちばなひめ

ま り や つ じ ょ う し

やまとたけるのみこと

よわなさけうきなのよこぐし

わなさけうきなのよこぐし

よ

みこし

ばんどう

おとたちばなひめ

　　　　　　　　  やす　　　はか　せんちゃくじこうもり安の墓（選擇寺） Cｰ6  お   びつ  がわ   か   こう    ひ   がた

小櫃川河口干潟 Aｰ4　                                みち

うまくたの路（コスモスロード･いっせんぼく） Mｰ7　よ   さぶ  ろう          はか  こうみょうじ与三郎の墓（光明寺） Cｰ6

 じょう じゅ    じ

成就寺 Cｰ7                                                       　おおだやまこうえんないきみさらずタワー（太田山公園内） Dｰ7かずさアカデミアパーク Hｰ11

  き  さら  づ    し  きょう ど  はくぶつかん　きん　                  おおだやまこうえんない木更津市郷土博物館 金のすず（太田山公園内） Dｰ7
 こう   ぞう    じ　 たかくらかんのん高蔵寺（高倉観音） Hｰ10

  あ   づま   じん   じゃ

吾妻神社 Cｰ6

 こい   びと          せい    ち　     なか     しまおおはし なか     しまこうえん恋人の聖地 / 中の島大橋（中の島公園） Bｰ6  おお   だ   やま  こう  えん　こい　　もり太田山公園（恋の森） Dｰ7  や   つるぎ はち まん  じん   じゃ

八剱八幡神社 Cｰ6しょうじょう じ

證誠寺 Cｰ7

  み    そめ          まつ    とり い ざきかいひんこうえん見染の松（鳥居崎海浜公園） Cｰ7 きゅうあん ざい   け   じゅう たく　おおだやまこうえんない旧安西家住宅（太田山公園内） Dｰ7ちょう らく    じ

長楽寺 Dｰ7  き    さら    づ   じん    く     き   ねん    ひ     とり い ざきかいひんこうえん木更津甚句記念碑（鳥居崎海浜公園） Cｰ7

木 更 津 の 歴 史 と 自 然 を 満 喫 す る



JR久留里線馬来田駅下車、東へ約7kmの豊かな自
然を活かしたキャンプ場です。場内にはキャビン、常
設テント、炊事場、自由広場、シャワー室、屋根付広場
等があります。
●宿泊料金（市内／市外）：３歳以上中学生以下420円／
630円 （日帰り200円／300円）、その他の人640円／960円 

（日帰り320円／480円）※3歳未満無料
●開設期間：7月から9月まで ※春季開設期間あり。使用可能日等の詳細はお問い合わせください。
●駐 車 場：約50台（無料）
☎0438-23-5278（木更津市教育委員会生涯学習課）／木更津市真里谷5343-8

花火大会

木更津港まつりは戦後間もない昭和23年、築港など郷土繁栄の基礎を築いた先覚者の
霊を慰める祭礼として始まりました。毎年やっさいもっさい踊り大会、花火大会と２日間に
渡って盛大に開催されます。

関東最大級の超特大スターマインや二尺玉など約
10,000発の花火が咲き乱れ、シンボルの中の島大橋を
美しく照らします。

やっさいもっさい踊り大会
やっさいもっさい踊り大会は、木更津駅みなと口の富士
見通りを4,000人以上の踊り手と多くの観客で埋め尽く
す地域随一の踊り大会です。ドラマ「木更津キャッツア
イ」で主人公たちが踊っていたことでも有名です。

WILD BEACH SEASIDE GLAMPING PARK

B-6

C-6

JR 木更津駅西口の観光案内所と、金田地域の「きさてらす」にてレンタサイクルを行っています。
e- バイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、こども用自転車がご利用できます。
●詳細：QRコード参照
●予約・お問合せ：☎0438-22-7711（木更津市観光案内所）
　　　　　　　　☎0438-97-6292（さきてらす）

木更津  レンタサイクル

木更津港まつり

少年自然の家キャンプ場

きさらづ CAMP in MITATE
都心から1時間のアクセス！5,000坪の広い平地の金
田みたて海岸潮干狩り場で、ソロからファミリーまで楽
しめる絶景キャンプです。東京湾アクアラインや海ほた
る、富士山（季節によって異なります）などを望める場
所で、ゆったりとお過ごしいただけます。心身ともに癒さ
れるあなただけの特別な時間をお楽しみください。
●お問合せ：☎0438-38-5575（きさらづDMO（木更津市観光協会））
●HP https://kisarazu-dmo.jp/experience/kisarazu-camp-in-mitate/

粋でいなせな『木更津芸者』
木更津では、江戸時代に木更津港周辺に庶
民的な歓楽街が形成され、「木更津芸者」が
生まれ育ちました。今でも、千葉県内で唯一、

「見番」と呼ばれる、置屋が集まって稽古や
事務を行う建物（木更津会館）が残っており、
芸者体験をお楽しみいただけます。

広大な敷地でバーベキューやキャンプを楽しめます。
770 坪のビーチが広がるビーチレストラン「THE 
BEACH 77」も併設。三井アウトレットパーク木更津
に隣接し、お買い物の後に立ち寄ることもできます。
●営業時間：10:00～23:00 ※季節・曜日により異なる
●定休日：火曜日・水曜日 ※季節により異なる
☎070-3669-8480（10：00～18：00）／木更津市金田東2-10-1
●駐車場：有　 ●HP  http://wildbeach.jp/kisarazu/

芸者体験のお問い合わせ・予約：☎0438-25-1377 〈（一社）木更津市観光協会〉

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

C-1
1月上旬の未明、若者
達が厳寒の海へ飛び
込んで、5メートル余
りの竹の先に御弊を
つけた「ぼん天」を海
中に立てるという勇
壮な行事です。

ぼん天立て D-7
木更津の語源を生
んだ「日本武尊」に
ちなみ「武」を「舞」
に転じ、北海道のヨ
サコイソーランと
融和した新しい踊
りの大会です。

かずさYOSAKOI
木更津舞尊 コスモスフェスティバル M-7

10月中旬、いつ
もは静かな里山
が「コスモスフェ
スティバル」とし
て多彩な内容で
開催され賑わい
ます。群生するつ
りふね草も楽し
めます。

C-7
10月の第3土曜日
に市立木更津第一
小 学 校 の 児 童 が 、
独特の衣装とメイ
クでおなじみの童
謡にあわせ面白お
かしく踊る微笑ま
しい祭りです。

狸まつり B-2
アクアラインの上を
走る、潮風を感じる
マラソンです。東京
湾アクアライン橋梁
部を走れるマラソン
は、おもてなしロード
や沿道応援の多さな
ど、一味違った体験
をすることができます。

ちばアクアライン
マラソン

D-7 E-5
小 櫃 川 、矢
那川河畔で
は 、見 事 な
桜並木が多
くの人を楽
しませてく
れます。

桜まつり C-6
C-67月第二土曜と

翌日曜、「八幡さ
まのまち」と呼ば
れる代表的な夏
まつりで、約1.5
トンの重量級神
輿を若者たちが
威勢よく担ぎ祭
りが賑わいます。

八剱八幡神社御例祭B-5
普段入ることので
きない自衛隊駐屯
地で開催されます。
毎年多くのトライア
スリートがエント
リーし、白熱した戦
いが繰り広げられ
ています。

木更津トライアスロン大会B-6
11月～２月まで毎月1回、

「恋人の聖地」として選定さ
れた「中の島大橋」付近で
冬の花火が打ち上げられ
ます。澄み切った冬の夜空
を彩る花火が、カップルの
ロマンチックなムードを演出
します。

冬花火
KISARAZU PARK BAY FESTIVAL

冬花火

毎年 9 月下旬、マ
リンレジャー体験、
ハゼ釣り教室、港
湾における活動の
紹 介 等 の 海 を身
近に感じるイベン
トを開催。

© ちばアクアラインマラソン実行委員会

安心・安全・無添加な食材にこだわった食
べ物や飲み物を提供するお店が出店し、
子供たちも楽しめるイベント「木更津ナ
チュラルバル」を開催しています。
会場：木更津駅西口周辺内港公園など
●お問合せ：☎0438-23-8118（みなとま
ち木更津推進協議会／事務局 木更津
市観光振興課）

三井アウトレットパーク木更津に隣接し、高さ60ｍの観覧車
からは東京湾を一望することができます。
●営業時間（平日）11:00～18:00 　
　　　　　 （土日祝）11:00～19:00 　
●休園日　毎週火曜日（時期により変動あり）
●入園料無料（アトラクション有料）
☎0438-38-5411（泉陽興業株式会社）/ 木更津市金田東 2-10-1
●HP  http://kisarapia.com/

木更津かんらんしゃパーク『キサラピア』

※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間が変更となっている場合がありますので、詳細はお問合せください。

木更津ナチュラルバル

盤洲干潟が広がる遠浅の海で、心地よい風を感じ
ながら、海の自然をゆったりと体感できます。東京
湾アクアライン付近の景観を望みながら、自然の
魅力を味わえる非日常体験をお楽しみください。
●予約・お問合せ：☎0438-38-5575（きさらづ
DMO(木更津市観光協会））
●HP  https://kisarazu-dmo.jp/experience/
seakayak/

きさらづシーカヤック体験

C-6.D-2

D-2B-2

P-10

B-2

Cｰ6

C-6

D-2



とうもろこし狩り
6月中旬から7月中旬

いちご狩り
12月中旬から5月中旬

ブルーベリー摘み
7月中旬から9月中旬

ミニトマト狩り
10月から6月中旬

簀立て
す だ

３月下旬から８月下旬にかけて、干潮時に拡がる広大な自然干潟
を利用し市内5ヵ所の海岸で楽しめる潮干狩り。採れる貝はアサ
リが中心ですが、ハマグリなどが混じって採れる事も。普段あまり
味わえない潮の香りと砂浜の感触、そして掘って得られる旬の味
覚狩りをお楽しみください。

金田中島海岸では、４月から８月まで
古くから伝えられている伝統漁法に
のっとった簀立てが気軽に楽しめま
す。捕れた魚は乗って来た船上で天
ぷらや刺身、塩焼きなどにして召し上
がっていただきます。野趣あふれる
漁を楽しみ、新鮮な海の幸を心ゆく
までご堪能ください。

金田中島海岸

潮干狩り
簀立て

ブルーベリー摘み
いちご狩り

ミニトマト収穫
とうもろこし狩り

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

☎0438-41-0600
☎0438-41-1780

●つぼや
●実三丸

海苔作り・底引き漁・干潟生きもの体験
木更津金田の浜活性化協議会　☎090-8700-5022（大森） C-2

C-1

潮干狩り

観光農園

☎0438-53-5160
☎090-3210-2198
☎0438-30-5077
☎0438-53-8120
☎080-8434-1212
☎090-3144-5403
☎090-8330-8005
☎090-7948-8402
☎0438-73-2117
☎090-2163-3841

☎0438-52-3388

☎0438-52-2243
☎0438-53-4632

☎080-6520-1515
☎0438-23-8884
☎0438-38-4696
☎090-7203-3131
☎080-7477-7787
　
☎090-1466-7843

☎0438-53-7273

☎0438-52-3388

直売所
☎0438-52-3388

☎0438-98-2789

☎0438-53-2486

高倉農産物直売センター
　定休日：1 月1日～ 5日　営業時間：9:00～16:30
農村スーパー４０９　
　定休日：12月31日～1月5日　
　営業時間：9:30～17:30
JA木更津市生活館うまくた店　
　定休日：12月31日～1月4日　
　営業時間：9:00～17:00

H-10

F-6

L-8

収穫体験カレンダー

 ブルーベリー摘み
エザワフルーツランド  ブルーベリーの森
孫の手ブルーベリー園
カフェ＆ブルーベリー園  ベリーの森
フルーツ街道夢農場
ブルーベリー園のらり･くらり
ブルーベリー ノムさん
くれいんひるずブルーベリー園
ブルーベリーファームかがやき
ブルーベリーファームのむら
ブルーベリーマリヤファーム
 とうもろこし狩り 
高倉農産物直売センター
 ミニトマト狩り
木更津水耕組合
いんどう・ウォーター・ファーム
 いちご狩り
図那いちご園
観光いちご園メグミランド
マンモスいちご園
strawberry farm ふじもと
Bee my Berry 観光農園
 農業体験
農業公園ぽんぽこ村
　ブルーベリー、スイカ、さつまいも、枝豆など（年間約 70 種類）
空と大地の丘森本農園
　季節野菜、みかん、ブルーベリーなど
　夏は採れたて野菜バーベキュー、冬は鍋が楽しめます
高倉農産物直売センター
　ぶどう、さつまいも、柿、栗、コスモス

O-8
F-9
F-7
O-8
P-8
M-7
N-7
H-6
M-8
N-8

H-10

I-10
K-8

E-5
G-10
C-3
G-5
B-3

F-4

F-9

H-10

体験・味覚狩り
木更津で感動体験!

新木更津漁業協同組合
●木更津海岸　本所
☎0438-23-4545
●江川海岸　江川支所
☎0438-41-2234
●久津間海岸　久津間支所
☎0438-41-2696
●牛込海岸　牛込支所
☎0438-41-1341

金田漁業協同組合
●金田みたて海岸
☎0438-41-0511

D-1

B-2

B-4

B-5

B-6


