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館山自動車道
千葉市から富津市までの
約55 kmを紹介！

コンセプトは「房総を食べて旅するマーケット」。房総の恵み・風土・人・
料理・地産品を通じて、房総を凝縮したマルシェを多彩に演出！

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

●市原サービスエリア《SA》（上り）

　館山自動車道走行中にも目に入っ
てくるオレンジの看板ロゴは、TABE 
TABI MARKET。カジュアルで、ショッ
ピングモールのようにお洒落な建物
です。館内に入ると、定食、そば・うど
ん、Cafe、ハンバーガーショップ、パン
店などが軒を連ねる開放的なフード

コートが広がっています。ドッグランに面するテラス席
では、ペットも一緒に食事ができます。房総の名産品
や市原SA上り線オリジナル商品、千葉ならではの土
産品も充実しているので、ショッピング目的で立ち寄
りたいと思える充実の品揃えが嬉しいSAです。
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人気の商品BEST3
ごまくろ饅頭　
(8個入）￥864

黒い皮に、黒い餡という真っ
黒な饅頭は、ごまの風味と香
ばしさが後を引く逸品。

いかまるごとせんべい
（1枚）￥550

生イカをまるごとプレス器
で焼き上げたせんべい。
香ばしさと旨味が凝縮。

※価格はすべて税込価格です。

▲ドッグラン

今回の道

親子丼
（1人前）￥880

佐原の水郷どりと千葉の
地養卵、千葉のお米を使っ
た県産絶品親子丼。
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館山自動車道、姉崎袖ケ浦IC付近

館山自動車道、姉崎袖ケ浦IC付近（夜景）

第9回

館山自動車道
TATEYAMA  EXPWY

《 道 で 発 見！ち ば 》今 月 の 誌 上 クイズ！
　館山自動車道の開通は2007年
（平成19年）。この年に、現在も継続
されている人気の高いマラソン大
会の記念すべき第1回が開催され
ましたがそのイベント名は？

●サービスエリア・コンシェルジェ
　【平　日】8:30～ 19:00 
　【土日祝】8:30～ 19:00
●駐車場
　大型：32／小型：168
●トイレ
　男：大7／小16 　女：36
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：4台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

海の幸・山の幸をはじめ、地域の隠れた名物や銘品が集うマーケット。
房総ならではの賑わいや、旅の高揚感が高まるドラマティックエリアです。

●市原サービスエリア《SA》（下り）

　館内には、本物のクルマが置かれ
ていて、インパクト大。房総半島を実
際に走り、魅力的なモノや情報を集
めてきたというシーンの演出の1つ
です。フードコートには、海の幸満載
の定食や丼の店、かき揚げや天ぷら
蕎麦の専門店、こだわりのラーメン

専門店など、いずれも千葉の食材と本格的な味を売
りにした店が競って出店しています。海鮮加工品や旅
を楽しくするグッズなど、房総の魅力を伝える品々を
取り揃えたマーケット「BOSO LOCO MARKET」で
は、選ぶ楽しみも一緒に味わうことができます。
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人気の商品BEST3
MAXクッキー
(12枚入）　￥640

MAXコーヒーとコラボした市
原SA下り線限定商品。甘さ控
えめがクセになる味。

アップルwithカス
タードたいやき
（1個）　￥400

人気のデニッシュ食パン「MIYABI」の
生地で焼いたサクサク食感が人気。

1

※価格はすべて税込価格です。
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●サービスエリア・コンシェルジェ
　【平　日】7:30～ 18:00 
　【土日祝】7:30～ 18:00
●駐車場
　大型：34／小型：170
●トイレ
　男：大7／小16 　女：36
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：4台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

① 東 京 マ ラ ソ ン 大 会
② 福 岡 国 際 マ ラ ソ ン
③ ちばアクアラインマラソン

※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9回をご覧ください。

以下の3つの中から正解を1つ選んで
ください。

●市原SAは、上下線とも一般道から利用可能！

寄り道寄り道

　館山自動車道市原
サービスエリアは、上
下線ともに一般道か
ら利用できます。ドッ
グラン利用や食事の
ために一般道から立
ち寄ることもできるの
で、便利です。

1

▲ドッグラン

（釜炊きごはんの海山食堂）

（BOSO LOCO MARKET）

（大庄水産）

（たい焼きコーナー）（たべやび屋台）

13種類の魚介を盛っ
た豪華丼は県産こし
ひかり使用。

贅沢大漁祝い丼
（1人前）　￥2,300
贅沢大漁祝い丼
(1人前)　￥2,300
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★看板が目印★

（TABE TABI SHOP）SA内のレストランなどの営業時間は、
NEXCO東日本が運営している
Webサイト「ドラぷら」をご覧ください。

SA内のレストランなどの営業時間は、
NEXCO東日本が運営している
Webサイト「ドラぷら」をご覧ください。
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●千葉こどもの国　キッズダム

●東京ドイツ村 ●太田山公園

●マザー牧場 ●新舞子海岸

　1995年（平成7年）に
館山自動車道が開通し
た時は、（路線名は東関
東自動車道千葉木更津
線）千葉市と木更津市
を結ぶ高速自動車国道
でした。その時点の木更
津側のインターチェンジ
が木更津南です。やがて
館山自動車道が館山方

面へ延伸する際に、木更津南JCTから館山方面へ向かうルート
になったため、木更津南JCTから木更津南終点までの4.3kmは
「館山自動車道木更
津南支線」となりまし
た。館山道本線から
木更津市内と国道
16号に向かう車の
アクセス路線として
利用されています。
　　　

　一般的に、高速道路の起点・終点は、インターチェ
ンジやジャンクションになっていることがほとんどで
す。1995年（平成7年）に館山自動車道が既に開通
していた京葉道路に接続したため、起点となる部分
にはICやJCTが整備されていません。京葉道路の蘇
我ICが実質的な京葉道路の終点で、館山自動車道
の起点だと思っている人が多いはずですが、正式な
境界線は、蘇我ICと市原ICの途中にありました。その
場所は、蘇我ICから下り方面（市原・木更津方面）に向かい約1km付近で「館
山道ここから」の文字が、路面左手の防音壁上に掲げられた楕円の案内標識

に示されている地点です。一方、上り線は、市原方面
から来て、さほど高くない位置に「館山道ここまで」
の案内標識に示されています。館山自動車道が開通
する前は、蘇我IC（市原・木更津方面の出入り口）付
近に千葉南本線料金所があり、ここから直接古市場
交差点に接続していましたが、開通と共に料金所は
撤去されました。一般国道16号と交差する地点が、
京葉道路と館山自動車道の接続部とされています。

　標高300mの鹿野山にある約250ヘ
クタールの観光牧場。四季折々に咲く花
が場内の広大な斜面を彩り、羊や牛、ウ
サギ、カピバラなどさまざまな動物とふ
れあえます。トラクタートレインに乗り、
広大な牧場をツアーガイドの案内で巡る
マザーファームツアーでは、アルパカへ
のエサやり体験が楽しめます。5月中旬
から10月中旬にかけては、約5千㎡に
植えられた約2万5千株の桃色吐息（ペ
チュニア）が、南房総の山並み九十九谷
を背景に、斜面を鮮やかなピンク色に染
め上げます。

　海水の透明度が高く、
ロケーションの良さからも
海水浴客に人気の浜辺で
す。砂浜の幅は約350m、
奥行きは約85mある海水
浴場には、温水シャワーの
ある海の家や公衆トイレも
完備されています。晴れ上
がった日には、海の向こう
に横浜ベイブリッジやラン
ドマークタワーなどが眺め
られ、時には美しい富士山
を観ることもできます。背
後には豊かな緑に囲まれ
るように東京湾観音があ
り、心豊かにリフレッシュ
できる浜辺です。

　広大な敷地には、走り回って遊べる芝生
広場、関東一の規模のパターゴルフ場や芝
そりゲレンデ、キッズコースターやこども動
物園があり、園内を車で回ることができま
す。また、犬も同伴できるワンちゃんランドも
あります。菜の花、
芝桜、金魚草、バラ、
あじさいなど季節ご
とに咲き誇る花々や
「関東三大イルミネ
ーション」として認定
されている、冬の夜
を彩るイルミネーシ
ョンも話題。

　園内は、水と豊かな緑に囲まれた
ワンダーランド。園内には、芝生の広
場を中心にサイクリングコースや釣
り堀、ゴーカート、ローラースケート
など、アウトドアの遊び場が充実し
ています。鉄道ファンには嬉しい鉄
道ジオラマなどの施設があることで
も注目されています。また、雨でも安
心な屋内施設では、飛んだり跳ねた
りが楽しいジャイアンキューブや
ボールプール、幼児向けのキッズ
ルーム絵本ライブラリーなど多彩な遊び空間が用意され
ています。さらに、毎週日曜日には園内で各種イベントを実
施しております。屋外バーベキュー広場もあるので、週末や
休日には食材を持ち込み、BBQを楽しむ家族連れやグ
ループ客で賑わっています。（要予約）

《裏表紙でご紹介》

表紙撮影
ポイント

●営業時間／Webサイトでご確認ください。
●休園日／2016年12月5日（月）～9日（金）
　　　　　2017年1月10日（火）～13日（金）・17日（火）～19日（木）
●入場料／大人（中学生以上）　 1,500円
               小人（4歳～小学6年生）800円 ※価格は全て税込

●営業時間／Webサイトでご確認ください。
●休館日／年中無休
●入園料／大人1,200円、中・高校生800円、4歳～小学生
　　　　　600円、シニア（65歳以上）1,000円
　　　　　※価格は全て税込

●開園時間／9：30～16：30（3月～10月）8月は毎週休まず営業、
　　　　　　9：30～16：00（11月～2月）
●休園日／木曜日（祝祭日は除く）
●入園料／大人700円、小・中学生300円、幼児（3歳～）200円、
　　　　　シニア（70歳以上）400円　　※価格は全て税込

Special Spot

市原サービスエリア上り・
下りの駐車スペースに共
通するのは、ユニークな
形の照明灯。これは、実際にサービスエリア
内にあるヤシの木をかたどったデザイン。
本物のヤシの木と比較して見ると面白い。

▲木更津南JCTを左方向へ

▲木更津南IC出口

▲大きく、目立つ案内
　標識

▲ゴール地点の案内標識

▲市原SA（下り）に珍しい「ラン」！
リュウゼツランという品種で、数十年に
一度しか咲かないと言われている植物。
写真は、2012年8月に咲いた時のもの。

▲ご家族で楽しめるゴーカート
（国内最長クラス、1週1,500mの林間コース）

▲イルミネーション
　（冬季のみ）

▲きみさらずタワー

▲きみさらずタワーから見える夕景

市原SAにある
緊急用のヘリ
ポート（上り）

▲路線内にある、館山道
　「ここから」の案内標識

▲路線内にある、館山道
　「ここまで」の案内標識

●所在地／マザー牧場
富津市田倉 940-3　
TEL.0439-37-3211

●所在地／東 京ドイツ村
袖ケ浦市永吉 419　
TEL.0438-60-5511

　桜やつつじの名所としても知られてい
る木更津市の太田山公園。園内には高さ
28mの「きみさらずタワー」がそびえてい
ます。タワーの一番上には、日本武尊（や
まとたけるのみこと）と弟橘媛（おとたち
ばなひめ）が手を差しのべ合うブロンズ
像が設置されています。タワー展望台か
らは、木更津市街や対岸の横浜や新宿副
都心、さらには富士
山まで眺めること
ができます。夜はラ
イトアップされ、別名
の「恋の森」にふさわ
しいロマンティック
な雰囲気になり、夜
景を楽しむカップル
たちが訪れるスポッ
トです。

●問い合わせ／木更津市都市整備部市街地整備課
●所在地／木更津市太田2-16

TEL.0438-23-8467

●問い合わせ／富津市役所建設経済部商工観光課
●所在地／富津市八幡

TEL.0439-80-1291

●所在地／千葉こどもの国　キッズダム
市原市山倉 1487　TEL.0436-74-3174

寄り道寄り道

寄り道寄り道

寄り道寄り道

Special spot
撮影ポイント

●
千葉こどもの国
キッズダム

　　　●
東京ドイツ村

　●
マザー
牧場

　　　●
新舞子海岸

●
太田山
公園

北は京葉道路に、南は富津館山道路と接続している館山自動車道。

木更津南JCTで分岐する、
「木更津南支線」。

　館山自動車道（路線名は東関東自動車道千葉富津線）は、約55kmの高速自動車国道。2007
年（平成19年）7月に君津IC～富津中央IC間の9.2kmが開通したことで、全線が繋がりまし
た。京葉道路と接続する千葉市中央区を起点に、市原地域の平野部から木更津市の丘
陵地までを国道16号と平行するように南下し、木更津JCTで、東京湾アクアライン
連絡道と首都圏中央連絡自動車道（圏央道）に連結します。その後、国道127号と
平行しながら君津市を通過して富津市に入り、富津竹岡ICで富津館山道と接
続して終点となります。
　館山自動車道は、本冊子で初めて紹介する高速自動車国道（有料）。京葉
道路の蘇我ICから入り、快適ドライブのスタートです。市原ICまでは住宅地
の中を走るので、左右を防音壁でガードされた車道が続きます。やがて、防
音壁がなくなり視界が開けてくると、遠くに房総丘陵の山並みが見え
てきます。市原SAを過ぎ、整備された高速道路に架かる
たくさんの陸橋をくぐりながら東京湾アクアライン連絡
道と交差する木更津JCTを直進します。君津ICま
では、4車線道路ですが、その後
ゴールの富津竹岡ICまでは2車
線道路が続きます。しかし、連
休や繁忙期などには渋滞になっ
てしまうので、現在、4車線への
拡幅工事が進められています。
館山自動車道唯一のトンネル
「天羽トンネル」を抜けるとほど
なく、ゴール地点に到着です。

東京湾
アクアライン

▲片側一車線の上り区間。（富津竹岡IC～富津中央IC間）
　前方に見えるのが、館山道唯一の「天羽トンネル」

あまは

あ ま は

京葉道路との境界は、
走行中の路線内にありました。　

▲市原SAを過ぎると
　陸橋が多い

▲SA内にある本
　物のヤシの木 ▲ちびっこジャブジャブプール　期間は7月16日(土)～9月11日（日）　

市原市マスコット
キャラクター

オッサくん

袖ケ浦市マスコット
キャラクター

ガウラ

木更津市マスコット
キャラクター

きさポン

富津市おもてなし
キャラクター

ふっつん

富津市おもてなし
キャラクター

ふっつん

▲
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●千葉こどもの国　キッズダム

●東京ドイツ村 ●太田山公園

●マザー牧場 ●新舞子海岸

　1995年（平成7年）に
館山自動車道が開通し
た時は、（路線名は東関
東自動車道千葉木更津
線）千葉市と木更津市
を結ぶ高速自動車国道
でした。その時点の木更
津側のインターチェンジ
が木更津南です。やがて
館山自動車道が館山方

面へ延伸する際に、木更津南JCTから館山方面へ向かうルート
になったため、木更津南JCTから木更津南終点までの4.3kmは
「館山自動車道木更
津南支線」となりまし
た。館山道本線から
木更津市内と国道
16号に向かう車の
アクセス路線として
利用されています。
　　　

　一般的に、高速道路の起点・終点は、インターチェ
ンジやジャンクションになっていることがほとんどで
す。1995年（平成7年）に館山自動車道が既に開通
していた京葉道路に接続したため、起点となる部分
にはICやJCTが整備されていません。京葉道路の蘇
我ICが実質的な京葉道路の終点で、館山自動車道
の起点だと思っている人が多いはずですが、正式な
境界線は、蘇我ICと市原ICの途中にありました。その
場所は、蘇我ICから下り方面（市原・木更津方面）に向かい約1km付近で「館
山道ここから」の文字が、路面左手の防音壁上に掲げられた楕円の案内標識

に示されている地点です。一方、上り線は、市原方面
から来て、さほど高くない位置に「館山道ここまで」
の案内標識に示されています。館山自動車道が開通
する前は、蘇我IC（市原・木更津方面の出入り口）付
近に千葉南本線料金所があり、ここから直接古市場
交差点に接続していましたが、開通と共に料金所は
撤去されました。一般国道16号と交差する地点が、
京葉道路と館山自動車道の接続部とされています。

　標高300mの鹿野山にある約250ヘ
クタールの観光牧場。四季折々に咲く花
が場内の広大な斜面を彩り、羊や牛、ウ
サギ、カピバラなどさまざまな動物とふ
れあえます。トラクタートレインに乗り、
広大な牧場をツアーガイドの案内で巡る
マザーファームツアーでは、アルパカへ
のエサやり体験が楽しめます。5月中旬
から10月中旬にかけては、約5千㎡に
植えられた約2万5千株の桃色吐息（ペ
チュニア）が、南房総の山並み九十九谷
を背景に、斜面を鮮やかなピンク色に染
め上げます。

　海水の透明度が高く、
ロケーションの良さからも
海水浴客に人気の浜辺で
す。砂浜の幅は約350m、
奥行きは約85mある海水
浴場には、温水シャワーの
ある海の家や公衆トイレも
完備されています。晴れ上
がった日には、海の向こう
に横浜ベイブリッジやラン
ドマークタワーなどが眺め
られ、時には美しい富士山
を観ることもできます。背
後には豊かな緑に囲まれ
るように東京湾観音があ
り、心豊かにリフレッシュ
できる浜辺です。

　広大な敷地には、走り回って遊べる芝生
広場、関東一の規模のパターゴルフ場や芝
そりゲレンデ、キッズコースターやこども動
物園があり、園内を車で回ることができま
す。また、犬も同伴できるワンちゃんランドも
あります。菜の花、
芝桜、金魚草、バラ、
あじさいなど季節ご
とに咲き誇る花々や
「関東三大イルミネ
ーション」として認定
されている、冬の夜
を彩るイルミネーシ
ョンも話題。

　園内は、水と豊かな緑に囲まれた
ワンダーランド。園内には、芝生の広
場を中心にサイクリングコースや釣
り堀、ゴーカート、ローラースケート
など、アウトドアの遊び場が充実し
ています。鉄道ファンには嬉しい鉄
道ジオラマなどの施設があることで
も注目されています。また、雨でも安
心な屋内施設では、飛んだり跳ねた
りが楽しいジャイアンキューブや
ボールプール、幼児向けのキッズ
ルーム絵本ライブラリーなど多彩な遊び空間が用意され
ています。さらに、毎週日曜日には園内で各種イベントを実
施しております。屋外バーベキュー広場もあるので、週末や
休日には食材を持ち込み、BBQを楽しむ家族連れやグ
ループ客で賑わっています。（要予約）

《裏表紙でご紹介》

表紙撮影
ポイント

●営業時間／Webサイトでご確認ください。
●休園日／2016年12月5日（月）～9日（金）
　　　　　2017年1月10日（火）～13日（金）・17日（火）～19日（木）
●入場料／大人（中学生以上）　 1,500円
               小人（4歳～小学6年生）800円 ※価格は全て税込

●営業時間／Webサイトでご確認ください。
●休館日／年中無休
●入園料／大人1,200円、中・高校生800円、4歳～小学生
　　　　　600円、シニア（65歳以上）1,000円
　　　　　※価格は全て税込

●開園時間／9：30～16：30（3月～10月）8月は毎週休まず営業、
　　　　　　9：30～16：00（11月～2月）
●休園日／木曜日（祝祭日は除く）
●入園料／大人700円、小・中学生300円、幼児（3歳～）200円、
　　　　　シニア（70歳以上）400円　　※価格は全て税込

Special Spot

市原サービスエリア上り・
下りの駐車スペースに共
通するのは、ユニークな
形の照明灯。これは、実際にサービスエリア
内にあるヤシの木をかたどったデザイン。
本物のヤシの木と比較して見ると面白い。

▲木更津南JCTを左方向へ

▲木更津南IC出口

▲大きく、目立つ案内
　標識

▲ゴール地点の案内標識

▲市原SA（下り）に珍しい「ラン」！
リュウゼツランという品種で、数十年に
一度しか咲かないと言われている植物。
写真は、2012年8月に咲いた時のもの。

▲ご家族で楽しめるゴーカート
（国内最長クラス、1週1,500mの林間コース）

▲イルミネーション
　（冬季のみ）

▲きみさらずタワー

▲きみさらずタワーから見える夕景

市原SAにある
緊急用のヘリ
ポート（上り）

▲路線内にある、館山道
　「ここから」の案内標識

▲路線内にある、館山道
　「ここまで」の案内標識

●所在地／マザー牧場
富津市田倉 940-3　
TEL.0439-37-3211

●所在地／東 京ドイツ村
袖ケ浦市永吉 419　
TEL.0438-60-5511

　桜やつつじの名所としても知られてい
る木更津市の太田山公園。園内には高さ
28mの「きみさらずタワー」がそびえてい
ます。タワーの一番上には、日本武尊（や
まとたけるのみこと）と弟橘媛（おとたち
ばなひめ）が手を差しのべ合うブロンズ
像が設置されています。タワー展望台か
らは、木更津市街や対岸の横浜や新宿副
都心、さらには富士
山まで眺めること
ができます。夜はラ
イトアップされ、別名
の「恋の森」にふさわ
しいロマンティック
な雰囲気になり、夜
景を楽しむカップル
たちが訪れるスポッ
トです。

●問い合わせ／木更津市都市整備部市街地整備課
●所在地／木更津市太田2-16

TEL.0438-23-8467

●問い合わせ／富津市役所建設経済部商工観光課
●所在地／富津市八幡

TEL.0439-80-1291

●所在地／千葉こどもの国　キッズダム
市原市山倉 1487　TEL.0436-74-3174

寄り道寄り道

寄り道寄り道

寄り道寄り道
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北は京葉道路に、南は富津館山道路と接続している館山自動車道。

木更津南JCTで分岐する、
「木更津南支線」。

　館山自動車道（路線名は東関東自動車道千葉富津線）は、約55kmの高速自動車国道。2007
年（平成19年）7月に君津IC～富津中央IC間の9.2kmが開通したことで、全線が繋がりまし
た。京葉道路と接続する千葉市中央区を起点に、市原地域の平野部から木更津市の丘
陵地までを国道16号と平行するように南下し、木更津JCTで、東京湾アクアライン
連絡道と首都圏中央連絡自動車道（圏央道）に連結します。その後、国道127号と
平行しながら君津市を通過して富津市に入り、富津竹岡ICで富津館山道と接
続して終点となります。
　館山自動車道は、本冊子で初めて紹介する高速自動車国道（有料）。京葉
道路の蘇我ICから入り、快適ドライブのスタートです。市原ICまでは住宅地
の中を走るので、左右を防音壁でガードされた車道が続きます。やがて、防
音壁がなくなり視界が開けてくると、遠くに房総丘陵の山並みが見え
てきます。市原SAを過ぎ、整備された高速道路に架かる
たくさんの陸橋をくぐりながら東京湾アクアライン連絡
道と交差する木更津JCTを直進します。君津ICま
では、4車線道路ですが、その後
ゴールの富津竹岡ICまでは2車
線道路が続きます。しかし、連
休や繁忙期などには渋滞になっ
てしまうので、現在、4車線への
拡幅工事が進められています。
館山自動車道唯一のトンネル
「天羽トンネル」を抜けるとほど
なく、ゴール地点に到着です。

東京湾
アクアライン

▲片側一車線の上り区間。（富津竹岡IC～富津中央IC間）
　前方に見えるのが、館山道唯一の「天羽トンネル」

あまは

あ ま は

京葉道路との境界は、
走行中の路線内にありました。　

▲市原SAを過ぎると
　陸橋が多い

▲SA内にある本
　物のヤシの木 ▲ちびっこジャブジャブプール　期間は7月16日(土)～9月11日（日）　

市原市マスコット
キャラクター

オッサくん

袖ケ浦市マスコット
キャラクター

ガウラ

木更津市マスコット
キャラクター

きさポン

富津市おもてなし
キャラクター

ふっつん

富津市おもてなし
キャラクター

ふっつん

▲



ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2016.6（次回発行／2016年7月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／東日本高速道路株式会社関東支社市原管理事務所・東京湾アクアライン管理事務所　ネクセリア東日本株式会社関東東支店　
　　　　　　　　　　　　　　千葉県レクリエーション都市開発株式会社　東京ドイツ村　木更津市都市整備部市街地整備課 　マザー牧場　
　　　　　　　　　　　　　　富津市役所建設経済部商工観光課　　

コンセプトは「房総を食べて旅するマーケット」。房総の恵み・風土・人・
料理・地産品を通じて、房総を凝縮したマルシェを多彩に演出！

●市原サービスエリア《SA》（上り）

　館山自動車道走行中にも目に入っ
てくるオレンジの看板ロゴは、TABE 
TABI MARKET。カジュアルで、ショッ
ピングモールのようにお洒落な建物
です。館内に入ると、定食、そば・うど
ん、Cafe、ハンバーガーショップ、パン
屋などが軒を連ねる開放的なフード

コートが広がっており、ドッグランに面するテラス席で
は、ペットも一緒に食事ができます。房総の名産品や
市原SA上り線オリジナル商品、千葉ならではの土産
品も充実しているので、ショッピング目的で立ち寄り
たいと思える充実の品揃えが嬉しいSAです。

2

人気の商品BEST3
ごまくろ饅頭　
(8個入）￥864

黒い皮に、黒い餡という真っ
黒な饅頭は、ごまの風味と香
ばしさが後を引く逸品。

いかまるごとせんべい
（1枚）￥550

生イカをまるごとプレス器
で焼き上げたせんべい。
香ばしさと旨味が凝縮。

※価格はすべて税込価格です。

▲ドッグラン

親子丼
（1人前）￥880

千葉県産の水郷どりと千
葉の地養卵、千葉のお米を
使った県産絶品親子丼。

3

《 道 で 発 見！ち ば 》今 月 の 誌 上 クイズ！
　館山自動車道の全線開通は2007
年（平成19年）。この年に、現在も継続
されている人気の高いマラソン大会の
記念すべき第1回が開催されましたが
そのイベント名は？

●サービスエリア・コンシェルジェ
　8:30～ 19:00 
●駐車場
　大型：33／小型：172
●トイレ
　男：大7／小16 　女：36
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：4台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

海の幸・山の幸をはじめ、地域の隠れた名物や銘品が集うマーケット。
房総ならではの賑わいや、旅の高揚感が高まるエリア！

●市原サービスエリア《SA》（下り）

　館内には、本物のクルマが置かれ
ていて、インパクト大。房総半島を実
際に走り、魅力的なモノや情報を集
めてきたというシーンの演出の1つ
です。フードコートには、海の幸満載
の定食や丼の店、かき揚げや天ぷら
蕎麦の専門店、こだわりのラーメン

専門店など、いずれも千葉の食材と本格的な味を売
りにした店が揃っています。海鮮加工品や旅を楽しく
するグッズなど、房総の魅力を伝える品々を取り揃え
たマーケット「BOSO LOCO MARKET」では、選ぶ
楽しみも一緒に味わうことができます。

2

人気の商品BEST3
MAXクッキー
(12枚入）　￥640

MAXコーヒーとコラボした市
原SA下り線限定商品。甘さ控
えめがクセになる味。

アップルwithカス
タードたいやき
（1個）　￥400

人気のデニッシュ食パン「MIYABI」の
生地で焼いたサクサク食感が人気。

1

※価格はすべて税込価格です。

3

●サービスエリア・コンシェルジェ
　7:30～ 18:00 
●駐車場
　大型：35／小型：174
●トイレ
　男：大7／小16 　女：36
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：4台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

① 東 京 マ ラ ソ ン 大 会
② 福 岡 国 際 マ ラ ソ ン
③ ちばアクアラインマラソン

※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9回をご覧ください。

以下の3つの中から正解を1つ
選んでください。

●市原SAは、上下線とも一般道から利用可能！

寄り道寄り道

　館山自動車道市原
サービスエリアは、上
下線ともに一般道か
ら利用できます。ドッ
グラン利用や食事の
ために一般道から気
軽に立ち寄ることもで
きるので、便利です。

1

▲ドッグラン

（釜炊きごはんの海山食堂）

（BOSO LOCO MARKET）

（大庄水産）

（たい焼きコーナー）（たべたび屋台）

県産こしひかりに
たっぷりの魚介を
盛った豪華な丼。

贅沢大漁祝丼
（1人前）　￥2,300
贅沢大漁祝丼
(1人前)　￥2,300

16
297

139

13

細町橋脇市原市役所市原市役所
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館
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市原SA
(上り線）

市原SA
(下り線）

市原サービス
エリア

★看板が目印★

（TABE TABI SHOP）
SA内の各コーナー営業時間は、
NEXCO東日本が運営している
Webサイト「ドラぷら」をご覧ください。

SA内の各コーナー営業時間は、
NEXCO東日本が運営している
Webサイト「ドラぷら」をご覧ください。

正解は→①東京マラソン大会


