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 ２０１７年８月７日 

  京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新 京 成 電 鉄 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

京成トラベルサービス株式会社 

【地域の魅力発見モニターツアー】 

鉄道で行く！千葉の観光スポットを巡る旅 第３弾‼ 

京成線・新京成線・北総線で行く 

日帰りツアーを発売します！！ 
出発日：８月１９日（土）~１２月２４日（日）  

 

京成グループの京成電鉄株式会社（本社：千葉県市川市、社長：小林 敏也）、新京成電鉄株式 

会社（本社：千葉県鎌ケ谷市、社長：眞下 幸人）、北総鉄道株式会社（本社：千葉県鎌ケ谷市、 

社長：平田 憲一郎）、京成トラベルサービス株式会社（本社：千葉県船橋市、社長：山田 耕司）

は、千葉県と連携して、京成グループの鉄道やバス等と沿線の観光施設の利用を組み合わせた 

日帰りツアーを発売します。 

 

本ツアーは昨年９月と１２月にそれぞれ発売を開始した日帰りツアーに続く、第３弾として発売

するものです。 

 

前回ご好評いただいた果物狩りやアンデルセン公園、成田山新勝寺での写経・精進料理体験の 

コースに加え、谷津バラ園・谷津干潟と地元で人気の「ル・パティシエヨコヤマ」でスイーツを 

楽しむコース、船橋競馬場での競馬体験とららぽーとでのショッピングを楽しむコース、Ｂリーグ

チーム「千葉ジェッツふなばし」バスケットボール観戦のコース、ＤＩＣ川村記念美術館と国立歴

史民俗博物館を巡るコースなど、全１１コースのバラエティに富んだラインナップとなっています。 

   

（梨農園）       （習志野市谷津バラ園）    （ﾙ･ﾊﾟﾃｨｼｴﾖｺﾔﾏのﾀﾙﾄ）  

全コースが乗車券と観光施設の入園券などを組み合わせたフリープランのため、お客様のペース

で自由に行動していただくことが可能で、新京成線や北総線の１日乗車券をご利用いただけるコー

スでは、沿線の魅力的なスポットを新たに発見することも期待できます。 

 

お手頃価格で気軽に楽しんでいただける千葉県の旅に、ご家族やご友人と、ぜひお出かけ下さい。 

 

「京成線・新京成線・北総線で行く日帰りツアー」の概要は次頁の通りです。 
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「京成線・新京成線・北総線で行く日帰りツアー」の概要 
 

 

１．出発日 

   ２０１７年８月１９日（土）～１２月２４日（日） 〈日帰り〉 

   ※コースにより設定日が一部異なります。 

 

２．ツアー内容 

（１）梨狩り＜新京成線利用／鎌ヶ谷大仏駅またはくぬぎ山駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥・京成船橋の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券

利用》⇒梨園（梨狩り）⇒新京成線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,830円 小人 1,040円 

        押上発着       大人 1,670円 小人 970円 

        青砥発着       大人 1,550円 小人 900円 

京成船橋発着     大人 1,190円 小人 710円 

 

（２）梨狩り＜北総線利用／大町駅または新鎌ヶ谷駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥の各駅⇒京成線⇒北総線《1日乗車券利用》 

⇒梨園（梨狩り）⇒北総線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,980円 小人 1,100円 

        押上発着       大人 1,820円 小人 1,030円 

        青砥発着       大人 1,700円 小人 970円 

 

（３）ぶどう狩り＜新京成線利用／鎌ヶ谷大仏駅またはくぬぎ山駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥・京成船橋の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券

利用》⇒ぶどう園（ぶどう狩り）⇒新京成線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各

駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,830円 小人 1,040円 

        押上発着       大人 1,670円 小人 970円 

        青砥発着       大人 1,550円 小人 900円 

京成船橋発着     大人 1,190円 小人 710円 

 

（４）ぶどう狩り＜北総線利用／大町駅または新鎌ヶ谷駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥の各駅⇒京成線⇒北総線《1日乗車券利用》 

⇒ぶどう園（ぶどう狩り）⇒北総線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,980円 小人 1,100円 

        押上発着       大人 1,820円 小人 1,030円 

        青砥発着       大人 1,700円 小人 970円 

 

（５）ふなばしアンデルセン公園＜新京成線利用／三咲駅下車、船橋新京成バス利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥・京成船橋の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券

利用》⇒アンデルセン公園⇒新京成線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,890円 小人 960円 

        押上発着       大人 1,730円 小人 890円 

        青砥発着       大人 1,610円 小人 820円 

京成船橋発着     大人 1,240円 小人 640円 
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（６）ふなばしアンデルセン公園＜北総線利用／小室駅下車、船橋新京成バス利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥の各駅⇒京成線⇒北総線《1日乗車券利用》 

⇒アンデルセン公園⇒北総線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 2,030円 小人 1,030円 

        押上発着       大人 1,870円 小人 960円 

        青砥発着       大人 1,760円 小人 890円 

  

（７）千葉ジェッツふなばしプロバスケットボール試合観戦 

＜新京成線利用／北習志野駅下車、シャトルバス利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券利用》 

⇒船橋アリーナ（バスケットボール観戦）⇒新京成線《1日乗車券利用》 

⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 3,370円 小人 2,230円 

        押上発着       大人 3,210円 小人 2,160円 

        青砥発着       大人 3,100円 小人 2,090円 

       ※除外日を除く期間中の試合開催日の設定となります。 

 

（８）習志野市・谷津バラ園と谷津干潟＆ル・パティシエヨコヤマ＜京成本線／谷津駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥の各駅⇒京成線⇒谷津バラ園・谷津干潟 

⇒ル・パティシエヨコヤマ（京成大久保）⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,710円 小人 740円 

        押上発着       大人 1,550円 小人 670円 

        青砥発着       大人 1,430円 小人 600円 

       ※ル・パティシエヨコヤマの利用券（1,000円分）の特典が付いています。 

       ※ル・パティシエヨコヤマの利用券は、京成大久保店の他、谷津店でも 

ご利用いただけます。 

 

（９）船橋ケイバとららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ＜京成本線／船橋競馬場駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥の各駅⇒京成線⇒ららぽーと 

ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ・船橋競馬場（初心者向けレクチャー・誘導馬 

との写真撮影会）⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,240円 小人 720円 

        押上発着       大人 1,080円 小人 650円 

        青砥発着       大人 970円  小人 580円 

       ※船橋競馬場内での食事クーポン券（1,000円分）の特典が付いています。 

       ※ららぽーと施設内（一部店舗）の割引券が付いたクーポンちらしをお渡しします。 

  

（10）ＤＩＣ川村記念美術館と国立歴史民俗博物館＜京成本線／京成佐倉駅下車＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥・京成船橋の各駅⇒京成線⇒ＤＩＣ川村記念美術館・ 

国立歴史民俗博物館⇒佐倉城下町商店街⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野発着     大人 3,210円 小人 1,630円 

        日暮里・押上発着   大人 3,070円 小人 1,560円 

        青砥発着       大人 2,800円 小人 1,430円 

京成船橋発着     大人 2,570円 小人 1,310円 

※佐倉城下町商店街の飲食店・土産店のクーポン券（1,000円分）の特典が付いて

います。 
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 （11）成田山新勝寺と写経・精進料理体験＜京成本線／京成成田駅下車＞ 

【コース】京成上野・日暮里・押上・青砥・京成船橋の各駅⇒京成線⇒成田山参道・新勝寺 

（写経・精進料理体験）⇒京成線出発の各駅 

   【旅行代金】京成上野発着     大人 3,950円 小人 2,980円 

         日暮里・押上発着   大人 3,810円 小人 2,910円 

         青砥発着       大人 3,530円 小人 2,770円 

         京成船橋発着     大人 3,410円 小人 2,640円 

       ※成田山参道の鰻屋・土産店のクーポン券（1,000円分）の特典が付いています。 

       ※京成トラベルサービスにてお申込みいただいた場合は、オプションで成田山新勝

寺の御護摩札の事前申し込みも併せてお受けします。（別料金） 

 

  ※新京成線利用のコース【（１）・（３）・（５）・（７）】は１日乗車券を利用して「佐久間あいす

くりーむ工房（滝不動駅下車）」にお立ち寄りいただくとソフトクリームを１個プレゼント 

します。 

  ※北総線利用のコース【（２）・（４）・（６）】は１日乗車券を利用して「八矢庵（矢切駅下車）」

にお立ち寄りいただくと「ねぎコロッケ」を１個プレゼントします。 

 

３．発売箇所 

   以下の旅行会社各店舗にて発売します。※一部店舗除く 

・株式会社小田急トラベル 

・京王観光株式会社 

・京急観光株式会社 

・東武トップツアーズ株式会社 

    ・関鉄観光株式会社 

    ・京成トラベルサービス株式会社 

 

４．発売開始日 

   ２０１７年８月７日（月） 

   ※店頭でのお申込みは出発日の５日前まで承ります（京成トラベル青戸営業所の店頭に限り、

２日前午前中まで受付可能）。 

   ※京成トラベルサービスのホームページでも出発日の１０日前までお申込みを承ります。 

 

５．その他 

  ・モニターツアーのため、参加者の方には事後アンケートにご協力いただきます。 

  （ご協力いただいた方の中から抽選で３５名様に千葉県特産品を進呈します。） 

  ・各コース定員になり次第受付終了となります。 

 

６．お問い合わせ先 

京成トラベルサービス株式会社 （専用直通電話） 

ＴＥＬ：０８０－４２９２－９０３４（平日 １０：００～１８:００） 

以  上 

 






