
東総有料道路
成田市から香取市までの
11.4kmを紹介！

寄り道して見つける千葉の魅力

千葉県PRマスコット
キャラクター　チーバくん
千葉県許諾 第Ａ3-9号

今回の道

東総有料道路、助沢ICを過ぎたあたりの陸橋手前付近

《背景》路線脇に咲いているコスモス
ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

LINEからも「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント

2017.11（次回発行／2017年12月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／ 千葉県道路公社　香取市　道の駅くりもと紅小町の郷　高萩休憩所成田屋

《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「道で発見！ちば」の第26回をご覧ください。

①外房有料道路
②銚子連絡道路
③房総スカイライン有料道路

　今回紹介した「東総有料道路」は、千葉県道路公社が管理している有料道路です。さて、
千葉県道路公社が管理している有料道路の設計速度は、ほとんどが60km/hですが、
その中で高速走行（80km/h）が確保できる自動車専用道路として建設された道路があり
ますが、その道路名はどれでしょうか？　次の3つの中から正解を1つ選んでください。

緑豊かな景観を楽しみながらたどり着く、賑わいの交流拠点。
買い物や食事のほか、農業体験や里山公園で自然散策も楽しめる！

●道の駅くりもと 紅小町の郷

2

人気の商品BEST3駅長ご推薦！

さつまいもソフトクリーム
1個　￥250

クリームにさつまいものペー
ストを練り込んだ爽やかな甘
さが口の中で溶ける、大好評
のソフトクリーム。

指定された生産農家が専用
配合飼料で育てた房総ポー
ク。肉の旨みが違います。

繊維が細かく、先端の細い
部分まで食べられる香取の
ブランドさつまいも。ホクホ
クの食感が特徴です。

※価格はすべて税込です。

●営業時間／
　・直 売 所　9：00～ 18：00
　・レストラン 11：00～ 15：00
　              　（LO.14:30）
   ・花植木センター
　　　　　　  9：00～ 16：00
   ・トイレ／ 24時間利用可

●休館日／ 12月31日～1月1日

●所在地／
　道の駅くりもと紅小町の郷
　香取市沢1372-1　
　TEL.0478-70-5151

　道路に面したゆとりある
駐車スペースを中心に、お
馴染みの新鮮野菜が並ぶ
「農産直売所」や全国の道
の駅の人気商品を取り寄
せた「全国うまいもの交流
館」、季節の草花・苗を扱う
「花植木センター」、そして
地元食材使用の料理を提
供する「味処いっぷく」など、
都市と農村交流・情報発信拠点として多彩
な役割を担っている道の駅。栗源地域で栽
培が始まった昭和の新品種のサツマイモ
「ベニコマチ」が手に入いる店としても知ら
れたスポットです。す。す 農家の皆さんの指導を
受けながら楽しむ収穫体験や干し芋、味噌・
ジャム作り、さらには日帰り型のレンタル農
園も利用できます。す。す

ベニコマチ
3kg　￥950～

▲花植木センター

東総有料道路は、東関東自動車道「大栄IC」に近く、東京←→銚子をつなぐ
便利なルート。ドライブ中に立ち寄る休憩所には人気のラーメン店あり！

●東総有料道路高萩休憩所《PA》

人気メニューBEST3成田屋

とんこつの旨味を強火
で抽出し、秘伝の焦がし
野菜油で深い味に。

とんこつと鶏ガラを時
間をかけて煮込んだク
セのないさっぱり味。

3種類の味噌を使ったオ
リジナルスープが奏で
る深いコクが魅力。

※価格はすべて税込です。

●駐車台数／ 25台
  　　　　　 小型車21台、大型車3
　　　　　　 台、身体障害者用1台
●トイレ／男性用小5・大2、女性用5、
　　　　　身体障害者用1

●駐車台数／ 25台
  　　　　　 小型車21台、大型車3
　　　　　　 台、身体障害者用1台
●トイレ／男性用小5・大2、女性用5、
　　　　　身体障害者用1

●駐車台数／ 25台
  　　　　　 小型車21台、大型車3
　　　　　　 台、身体障害者用1台
●トイレ／男性用小5・大2、女性用5、
　　　　　身体障害者用1

●所在地／
　高 萩 休 憩 所
　香取市高萩1253-3　
　TEL.0478-79-9156

　東総有料道路沿いには田
んぼや畑のほか、観光果樹
園がたくさんあるので、梨
やぶどうのシーズンにはレ
ジャーを兼ねて果物狩りに
やってくる観光客で賑わい
ます。す。す そんな人々が立ち寄
る場所が「高萩休憩所」。道
路からスムーズに入れるの
で、ドライバーもストレスなくイバーもストレスなくイ
立ち寄れます。す。す 休憩所内に
は地域の特産品やお土産品
などが購入できる物産コー
ナーのほか、こだわりのとん
こつラーメンを提供する「成
田屋」が店舗を構えていて、て、て
このラーメン目的で休憩す
る常連客もいます。す。す

第26回

東総有料道路
T O S O  T O L L  R O A D

●営業時間／
　・成田屋　11：00～ 18：00
　・販売所　10：00～ 18：00
●定休日／年中無休

男味深みのとんこつ
　　　1人前　￥720

1

2 女味すっきりとんこつ
1人前　￥680

※価格はすべて税込で

3 野菜たっぷり味噌味
　　1人前　￥780

1

3

豚ロースカツ定食（房総ポーク）
1人前　￥950
豚ロースカツ定食（房総ポーク）
1人前　￥950
ご飯・味噌汁・小鉢・漬物付



東総有料道路の料金所は、現金投入型の
自動精算機が活躍しています！
　東総有料道路の料金所は、ETCではなく自動精算機に現金を投入
し、通行料金を精算する無人の「料金自動収受システム」です。ゲートは各方向に
１つずつあり、運転席が高い車、低い車があるので、上下2箇所の精算口が設
けられています。硬貨（500円・100円・50円・10円）を投入口に投入し精算します
が、紙幣で精算する場合は千円札以外での自動精算は
できないので、その場合は“呼出しボタン”で係員を呼
び、両替後に精算します。

▲路線内唯一のインターチェンジ「助沢IC」

S p e c i a l  S p o t

　東総有料道路のスタート付近には、携帯電話会社の
基地局アンテナがあり、良く晴れた夕暮れ時に見える
美しいシルエットはとても印象的です。

　農業用のため池・橘堰と隣り合う公園で
「出会いの広場」は、あずま屋や花壇があり、
キャンプやバーベキューができる広場です。
また橘堰を見下ろす「憩いの森」には、アレチ
ックコース、展望台などがあり自然を満喫す
ることができます。

　香取市内を流れる栗山川支流に沿って整備
された芝生を中心にしたふれあい公園。小石を
敷き詰めた上を裸足で歩く「はだし健康の道」
やイベント広場もあります。公園が完成した平
成6年当時の（旧栗
源町）町民5,543人
が1枚ずつ夢や希
望を描いた陶板が
高さ6ｍのモニュメ
ントの壁にはめ込
まれています。

▲「国指定天然記念物」の府馬の大クス

　東総有料道路は、1988年（昭和63年）に開通した成田市所から香取市大角までの延長11.4km
の有料道路（路線名：主要地方道大栄栗源干潟線）です。
　今回のスタート地点は、東関東自動車道・大栄インターから東へ約1.3kmの国道51号「東総有料
道路入口交差点」を右折したところ。道幅が広く、カーブはゆるやかで走りやすいので、この地域
の特産品であるさつまいもやゴボウの畑を眺めながらのんびりとドライブが楽しめます。また、ぶど
う狩りのシーズン（７月中旬～９月下旬頃）にはおいしいぶどうを求め、各地から観光客が訪れるほ
ど周辺には果樹園も広がっています。路線を進むと脇道との平面交差点がいくつかありますが、信
号機付きの交差点はスタートして2kmほどしてからです。路線の下に見える谷や田園地帯を高架
で越え、アップダウンの少ない切り通しをスムーズに
抜けると路線で唯一の「助沢IC」があり、県道１６号佐
原八日市場線と立体交差します。やがて、県道44号成
田小見川鹿島港線と信号機のある「岩部東交差点」で
平面交差し、左方向にゆるやかにカーブする道路を走
ると高速バスの停留所「栗源」があり、その右側が「高
萩休憩所」です。高萩休憩所を過ぎ、県道114号八日
市場山田線と平面交差し、ほどなくするとゴールの香
取市大角の信号機のある交差点に到着です。

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/meisho/rekishi/kusu.html

●橘ふれあい公園

●栗山川ふれあいの里公園

　香取市府馬の高台にある宇賀神社の境内に
生える、樹齢1300年から1500年と言われる樹
高約16m、根周り約27.7.75m、幹周り約15mのタブ
ノキの巨樹。巨樹。巨 1926年（大正15年）に「府馬の大ク
ス」として国の天然記念物に指定され、2001年
（平成13年）には、環境省の「かおり風景100選」
にも選定されています。また、敷地内にある展望す。また、敷地内にある展望す
台からは「麻績千丈ヶ谷」と呼ばれる、広がりのあ
る谷津を眺めることができ、その美しい景色は
「ちば眺望100景」に選定されています。す。す

　本殿建立が1778年（安永7年）の山倉大神は、香取市
内外から参詣者が訪れる古社。特に12月第1日曜に行わ
れる初卯大祭は栗山川支流に遡上してきた鮭を奉納し、
鮭の護符で無病息災を願う「鮭祭り」の名で有名です。す。す
●12月3日（日）行列 11：00～　御輿渡御　夕刻～

●所在地／香取市府馬2395（宇賀神社）

●問い合わせ／香取市生涯学習課 TEL.0478-50-1224

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/meisho/shizen/tachibana.html

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/gyoji/fuyu/y_sake.html

●問い合わせ／香 取 市 都 市 整 備 課

●所在地／香取市仁良1

●所在地／香取市山倉2347-1

●所在地／香取市岩部3280

TEL.0478-50-1214

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/meisho/shizen/fureai.html

●府馬の大クスと展望公園
ふ ま

●山倉大神の「鮭祭り」
やまくらだいじん

そじょう

みこしとぎょ

おみせんじょうがやつ

ご ふ むびょうそくさい

公園内の展望台

▲

▲「ちば眺望100景」に選定されている展望台からの眺め

▲スタート地点の国道51号「東総有料
　道路入口」交差点付近

▲ゴール地点の「香取市大角付近」

▲毎年5月には橘堰に鯉のぼりが泳ぐ「鯉のぼりまつり」開催

▲はだし健康の道（遊具）

▲絵や文字が描かれているモニュメントのタイル
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《裏表紙でご紹介》

《裏表紙でご紹介》

表紙撮影
ポイント

▲料金所

　▲田園地帯を
　高架橋で渡る
　東総有料道路

寄り道寄り道

寄り道寄り道

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city.katori.lg.jp/nogyo_sangyo/koryu/index.html

●問い合わせ／香取市生活経済部　農政課　生産振興班 TEL.0478-50-1258

●道の駅くりもとふれあい農園
　（日帰り型市民農園）

●山田ふるさと農園
　（日帰り型市民農園）

●クラインガルテン栗源
　（滞在型市民農園）　

●所在地／香取市沢1372-1

●所在地／香取市神生字九十九塚1180-1●所在地／香取市沢1253-1

　「道の駅くりもと紅小町の郷」に併設してい
る貸農園。豊かな自然環境の中で、1区画50㎡
の土地に自分の好きな野菜を栽培できます。
初心者の方でも、地元の農家の方による栽培
指導や栽培講習会があるので安心。
（年間10,000円）

　野菜や花を育てる楽しさ、収穫の喜びを味
える日帰り型市民農園。専任のアドバイザー
がいるので初心者でも安心して楽しめます。
1区画30㎡、たい肥・農具・水道・駐車場は、無
料で利用することができます。
（年間6,000円）

　1区画310㎡の土地にラウベ（エアコン完
備の休憩小屋）と農園（畑）がセットされた滞
在型のやすらぎの空間。地元の農家の方がイ
ンストラクターとなり、野菜の栽培方法や管理
の仕方などの指導をしてくれます。
（年間400,000円＋共益費／年間24,000円）

東総有料道路の料金所

東総有料道路は
の有料道
今回のスタート地点は、東関東自動車道・大栄インターから東へ約1.3kmの国道51号「東総有料
道路入口交差点」を右折したところ
の特産品である
う狩りのシーズン（７月中旬～９月下旬頃）にはおいしいぶどうを求め、各地から観光客が訪れるほ
ど周辺には果樹園も広がっていま
号機付きの交差点はスタートして2kmほどしてからで
で越え、アップダウンの少ない切り通しをスムーズに
抜けると路線で唯一の「助沢IC」があり、県道１６号佐
原八日市場線と立体交差しま
田小見川鹿島港線と信号機のある「岩部東交差点」で
平面交差し、左方向にゆるやかにカーブする道路を走
ると高速バスの停留所「栗源」があり、その右側が「高
萩休憩所」で
市場山田線と平面交差し、ほどなくするとゴールの香
取市大角の信号機のある交差点に到着で

▲県道44号成田小見川鹿島港線と平面交差する「東総有料道路」（香取市岩部東交差点付近）

▲紙幣（千円札）の挿入口が左側（ピンク色の部分）
　硬貨の投入口が右側（黄色の部分）

▲

自
動
精
算
機

◎

自動精算機〈部分〉　

Special spot
撮影ポイント

東関東自動車道とつながり、東総地域の効率的な
幹線道路の役割を担う「東総有料道路」11.4Km。

岩部東交差点

バス停「栗源」

寄り道寄り道

寄り道寄り道

いま人気の家庭菜園！
東総有料道路周辺には、
「日帰り」「滞在型」など
お好みで選べる多彩な
農園があります。

いま人気の家庭菜園！
東総有料道路周辺には、
「日帰り」「滞在型」など
お好みで選べる多彩な
農園があります。

寄り道寄り道

たちばなせき

たちばなせき
鴨の群が泳ぐ橘堰

くりもと

◎通行料金

小型自動車
普通乗用自動車
普通貨物自動車
軽自動車等

210円

普通貨物自動車
（3車軸以下　
　　5t以上）他

330円

普通貨物自動車

（4車軸以上）他

750円

自転車
軽車両

原動機付自転車

20円

普 通 車 大型車（Ⅰ） 大型車（Ⅱ） 軽車両等



東総有料道路の料金所は、現金投入型の
自動精算機が活躍しています！
　東総有料道路の料金所は、ETCではなく自動精算機に現金を投入
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の有料道路（路線名：主要地方道大栄栗源干潟線）です。
　今回のスタート地点は、東関東自動車道・大栄インターから東へ約1.3kmの国道51号「東総有料
道路入口交差点」を右折したところ。道幅が広く、カーブはゆるやかで走りやすいので、この地域
の特産品であるさつまいもやゴボウの畑を眺めながらのんびりとドライブが楽しめます。また、ぶど
う狩りのシーズン（７月中旬～９月下旬頃）にはおいしいぶどうを求め、各地から観光客が訪れるほ
ど周辺には果樹園も広がっています。路線を進むと脇道との平面交差点がいくつかありますが、信
号機付きの交差点はスタートして2kmほどしてからです。路線の下に見える谷や田園地帯を高架
で越え、アップダウンの少ない切り通しをスムーズに
抜けると路線で唯一の「助沢IC」があり、県道１６号佐
原八日市場線と立体交差します。やがて、県道44号成
田小見川鹿島港線と信号機のある「岩部東交差点」で
平面交差し、左方向にゆるやかにカーブする道路を走
ると高速バスの停留所「栗源」があり、その右側が「高
萩休憩所」です。高萩休憩所を過ぎ、県道114号八日
市場山田線と平面交差し、ほどなくするとゴールの香
取市大角の信号機のある交差点に到着です。

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/meisho/rekishi/kusu.html

●橘ふれあい公園

●栗山川ふれあいの里公園

　香取市府馬の高台にある宇賀神社の境内に
生える、樹齢1300年から1500年と言われる樹
高約16m、根周り約27.7.75m、幹周り約15mのタブ
ノキの巨樹。巨樹。巨 1926年（大正15年）に「府馬の大ク
ス」として国の天然記念物に指定され、2001年
（平成13年）には、環境省の「かおり風景100選」
にも選定されています。また、敷地内にある展望す。また、敷地内にある展望す
台からは「麻績千丈ヶ谷」と呼ばれる、広がりのあ
る谷津を眺めることができ、その美しい景色は
「ちば眺望100景」に選定されています。す。す

　本殿建立が1778年（安永7年）の山倉大神は、香取市
内外から参詣者が訪れる古社。特に12月第1日曜に行わ
れる初卯大祭は栗山川支流に遡上してきた鮭を奉納し、
鮭の護符で無病息災を願う「鮭祭り」の名で有名です。す。す
●12月3日（日）行列 11：00～　御輿渡御　夕刻～

●所在地／香取市府馬2395（宇賀神社）

●問い合わせ／香取市生涯学習課 TEL.0478-50-1224

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/meisho/shizen/tachibana.html

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/gyoji/fuyu/y_sake.html

●問い合わせ／香 取 市 都 市 整 備 課

●所在地／香取市仁良1

●所在地／香取市山倉2347-1

●所在地／香取市岩部3280

TEL.0478-50-1214

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/meisho/shizen/fureai.html

●府馬の大クスと展望公園
ふ ま

●山倉大神の「鮭祭り」
やまくらだいじん

そじょう

みこしとぎょ

おみせんじょうがやつ

ご ふ むびょうそくさい

公園内の展望台

▲

▲「ちば眺望100景」に選定されている展望台からの眺め

▲スタート地点の国道51号「東総有料
　道路入口」交差点付近

▲ゴール地点の「香取市大角付近」

▲毎年5月には橘堰に鯉のぼりが泳ぐ「鯉のぼりまつり」開催

▲はだし健康の道（遊具）

▲絵や文字が描かれているモニュメントのタイル
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《裏表紙でご紹介》

《裏表紙でご紹介》

表紙撮影
ポイント

▲料金所

　▲田園地帯を
　高架橋で渡る
　東総有料道路

寄り道寄り道

寄り道寄り道

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。 
　http://www.city.katori.lg.jp/nogyo_sangyo/koryu/index.html

●問い合わせ／香取市生活経済部　農政課　生産振興班 TEL.0478-50-1258

●道の駅くりもとふれあい農園
　（日帰り型市民農園）

●山田ふるさと農園
　（日帰り型市民農園）

●クラインガルテン栗源
　（滞在型市民農園）　

●所在地／香取市沢1372-1

●所在地／香取市神生字九十九塚1180-1●所在地／香取市沢1253-1

　「道の駅くりもと紅小町の郷」に併設してい
る貸農園。豊かな自然環境の中で、1区画50㎡
の土地に自分の好きな野菜を栽培できます。
初心者の方でも、地元の農家の方による栽培
指導や栽培講習会があるので安心。
（年間10,000円）

　野菜や花を育てる楽しさ、収穫の喜びを味
える日帰り型市民農園。専任のアドバイザー
がいるので初心者でも安心して楽しめます。
1区画30㎡、たい肥・農具・水道・駐車場は、無
料で利用することができます。
（年間6,000円）

　1区画310㎡の土地にラウベ（エアコン完
備の休憩小屋）と農園（畑）がセットされた滞
在型のやすらぎの空間。地元の農家の方がイ
ンストラクターとなり、野菜の栽培方法や管理
の仕方などの指導をしてくれます。
（年間400,000円＋共益費／年間24,000円）

東総有料道路の料金所

東総有料道路は
の有料道
今回のスタート地点は、東関東自動車道・大栄インターから東へ約1.3kmの国道51号「東総有料
道路入口交差点」を右折したところ
の特産品である
う狩りのシーズン（７月中旬～９月下旬頃）にはおいしいぶどうを求め、各地から観光客が訪れるほ
ど周辺には果樹園も広がっていま
号機付きの交差点はスタートして2kmほどしてからで
で越え、アップダウンの少ない切り通しをスムーズに
抜けると路線で唯一の「助沢IC」があり、県道１６号佐
原八日市場線と立体交差しま
田小見川鹿島港線と信号機のある「岩部東交差点」で
平面交差し、左方向にゆるやかにカーブする道路を走
ると高速バスの停留所「栗源」があり、その右側が「高
萩休憩所」で
市場山田線と平面交差し、ほどなくするとゴールの香
取市大角の信号機のある交差点に到着で

▲県道44号成田小見川鹿島港線と平面交差する「東総有料道路」（香取市岩部東交差点付近）

▲紙幣（千円札）の挿入口が左側（ピンク色の部分）
　硬貨の投入口が右側（黄色の部分）

▲

自
動
精
算
機

◎

自動精算機〈部分〉　

Special spot
撮影ポイント

東関東自動車道とつながり、東総地域の効率的な
幹線道路の役割を担う「東総有料道路」11.4Km。

岩部東交差点

バス停「栗源」

寄り道寄り道

寄り道寄り道

いま人気の家庭菜園！
東総有料道路周辺には、
「日帰り」「滞在型」など
お好みで選べる多彩な
農園があります。

いま人気の家庭菜園！
東総有料道路周辺には、
「日帰り」「滞在型」など
お好みで選べる多彩な
農園があります。

寄り道寄り道

たちばなせき

たちばなせき
鴨の群が泳ぐ橘堰

くりもと

◎通行料金

小型自動車
普通乗用自動車
普通貨物自動車
軽自動車等

210円

普通貨物自動車
（3車軸以下　
　　5t以上）他

330円

普通貨物自動車

（4車軸以上）他

750円

自転車
軽車両

原動機付自転車

20円

普 通 車 大型車（Ⅰ） 大型車（Ⅱ） 軽車両等



ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

LINEからも「道で発見！ちば」を
配信しています。

公式アカウント

2017.11（次回発行／2017年12月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／ 千葉県道路公社　香取市　道の駅くりもと紅小町の郷　高萩休憩所

《道で発見！ちば》今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「道で発見！ちば」の第26回をご覧ください。

①千葉外房有料道路
②銚子連絡道路
③房総スカイライン有料道路

　今回紹介した「東総有料道路」は、千葉県道路公社が管理している有料道路です。さて、
千葉県道路公社が管理している有料道路の最高速度は、ほとんどが60km/hですが、
その中で高速走行（70km/h）ができる自動車専用道路として建設された道路があります
が、その道路名はどれでしょうか？　次の3つの中から正解を1つ選んでください。

緑豊かな景観を楽しみながらたどり着く、賑わいの交流拠点。
買い物や食事のほか、農業体験や里山公園で自然散策も楽しめる！

●道の駅くりもと 紅小町の郷

2

人気の商品BEST3駅長ご推薦！

さつまいもソフトクリーム
1個　￥250

クリームにさつまいものペー
ストを練り込んだ爽やかな甘
さが口の中で溶ける、大好評
のソフトクリーム。

指定された生産農家が専用
配合飼料で育てた房総ポー
ク。肉の旨みが違います。

繊維が細かく、先端の細い
部分まで食べられる香取の
ブランドさつまいも。ホクホ
クの食感が特徴です。

※価格はすべて税込です。

●営業時間／
　・直 売 所　9：00～ 18：00
　・レストラン 11：00～ 15：00
　              　（LO.14:30）
   ・花植木センター
　　　　　　  9：00～ 16：00
   ・トイレ／ 24時間利用可

●休館日／ 12月31日～1月1日

●所在地／
　道の駅くりもと紅小町の郷
　香取市沢1372-1　
　TEL.0478-70-5151

　道路に面したゆとりある
駐車スペースを中心に、お
馴染みの新鮮野菜が並ぶ
「農産直売所」や全国の道
の駅の人気商品を取り寄
せた「全国うまいもの交流
館」、季節の草花・苗を扱う
「花植木センター」、そして
地元食材使用の料理を提
供する「味処いっぷく」など、
都市と農村交流・情報発信拠点として多彩
な役割を担っている道の駅。栗源地域で栽
培が始まった昭和の新品種のサツマイモ
「ベニコマチ」が手に入る店としても知られ
たスポットです。す。す 農家の皆さんの指導を受
けながら楽しむ収穫体験や干し芋、味噌・
ジャム作り、さらには日帰り型のレンタル農
園も利用できます。す。す

ベニコマチ
3kg　￥950～

▲花植木センター

東総有料道路は、東関東自動車道「大栄IC」に近く、東京←→銚子をつなぐ
便利なルート。ドライブ中に立ち寄る休憩所には人気のラーメン店あり！

●東総有料道路高萩休憩所《PA》

人気メニューBEST3成田屋

とんこつの旨味を強火
で抽出し、秘伝の焦がし
野菜油で深い味に。

とんこつと秘伝のタレ
（香油）を使ったクセの
ないさっぱり味。

3種類の味噌を使ったオ
リジナルスープが奏で
る深いコクが魅力。

※価格はすべて税込です。

●駐車台数／ 25台
  　　　　　 小型車21台、大型車3
　　　　　　 台、身体障害者用1台
●トイレ／男性用小5・大2、女性用5、
　　　　　身体障害者用1

●駐車台数／ 25台
  　　　　　 小型車21台、大型車3
　　　　　　 台、身体障害者用1台
●トイレ／男性用小5・大2、女性用5、
　　　　　身体障害者用1

●駐車台数／ 25台
  　　　　　 小型車21台、大型車3
　　　　　　 台、身体障害者用1台
●トイレ／男性用小5・大2、女性用5、
　　　　　身体障害者用1

●所在地／
　高 萩 休 憩 所
　香取市高萩1253-3　
　TEL.0478-79-9156

　東総有料道路沿いには田
んぼや畑のほか、観光果樹
園がたくさんあるので、梨
やぶどうのシーズンにはレ
ジャーを兼ねて果物狩りに
やってくる観光客で賑わい
ます。す。す そんな人々が立ち寄
る場所が「高萩休憩所」。道
路からスムーズに入れるの
で、ドライバーもストレスなくイバーもストレスなくイ
立ち寄れます。す。す 休憩所内に
は地域の特産品やお土産品
などが購入できる物産コー
ナーのほか、こだわりのとん
こつラーメンを提供する「成
田屋」が店舗を構えていて、て、て
このラーメン目的で休憩す
る常連客もいます。す。す

●営業時間／
　・成田屋　11：00～ 14：00
　・販売所　10：00～ 18：00
●定休日／不定期

男味深みのとんこつ
　　　1人前　￥720

1

2 女味すっきりとんこつ
1人前　￥680

※価格はすべて税込で

3 野菜たっぷり味噌味
　　1人前　￥780

1

3

豚ロースカツ定食（房総ポーク）
1人前　￥950
豚ロースカツ定食（房総ポーク）
1人前　￥950
ご飯・味噌汁・小鉢・漬物付

正解は→② 銚子連絡道路

http://www.benikomachi.jp
http://wagouen.info/takahagi/

