
◆今回の日本百選

“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

新日本旅行地100選新日本旅行地100選第24回
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日本百選
犬 吠 埼 銚子市



銚子市の犬吠埼は「新日本旅行地100選」に選定されています。

銚子市観光協会

事務局長𠮷原雅樹さん

　「新日本旅行地100選」は、雑誌「旅」の創刊40周年を記念して、1966年（昭和41年）に発表
された日本の旅行地100箇所です。今から50年以上前に選定された観光地ですが、そのほとん
どは現在でも人気のスポットとして高い知名度を誇っています。中にはあまり知られていない観
光地も含まれているので、この100選を参考に日本全国を旅している旅行者もいます。
　県内では、銚子市の「犬吠埼」のほか、旭市から一宮町までの「九十九里浜」が選定されています。

　「新日本旅行地100選」は、雑誌「旅」の創刊40周年を記念して、1966年（昭和41年）に発表
された日本の旅行地100箇所です。今から50年以上前に選定された観光地ですが、そのほとん
どは現在でも人気のスポットとして高い知名度を誇っています。中にはあまり知られていない観
光地も含まれているので、この100選を参考に日本全国を旅している旅行者もいます。
　県内では、銚子市の「犬吠埼」のほか、旭市から一宮町までの「九十九里浜」が選定されています。

新日本旅行地100選とは？

▲「犬吠埼灯台」と“日本の渚百選”に選定されている「君ケ浜海岸」

▲「銚子電気鉄道」の犬吠駅と外川駅間を走る車両

「銚子マリーナ海水浴場」から眺める屏風ケ浦「銚子マリーナ海水浴場」から眺める屏風ケ浦

　「新日本旅行地100選」に選定されている銚子市の犬吠埼は、太平洋に突き出た周囲
約500mの岬で三方を海に囲まれた台地です。その岬にそそり立つ白亜の塔、「犬吠埼
灯台」は1874年（明治7年）に英国人リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により造ら
れた西洋型第一等灯台で、犬吠埼のシンボルになっています。その近くには、犬吠埼温
泉郷があり、太平洋を一望できる露天風呂や大浴場があるホテルが多く、宿泊はも
ちろん日帰り入浴も楽しめます。
　犬吠埼周辺地域には、“日本の渚百選”に選定されている「君ケ浜海岸」や地球の丸さが
実感できる「地球の丸く見える丘展望館」のほか、３００万年から10万年前の地層が続く「屏
風ケ浦」などがあり、美しい景観と併せてダイナミックな地球の動きを感じることができま
す。また、犬吠埼近くを走るローカル線「銚子電気鉄道」のレトロな車両が街を通り抜ける
風景や終点「外川駅」近くの古き良き漁師町の面影を残す「外川の町並み」も魅力的です。
　犬吠埼灯台は、古くから沖を行き交う漁船などの航行を見守ってきました。銚子の沖

合は、寒流と暖流、利根川から運ばれる栄養豊富な水が交錯し豊かな漁場になっているため、全国から漁船が集まります。
その日本各地からやってくる漁船を受け入れる漁業基地として大きな役割を
果たしているのが銚子漁港。日本一の水揚げ量を誇る銚子漁港で水揚げされ
る魚種は、約200種類と豊富で、特にキンメダイは「銚子つりきんめ」と呼ばれ
高級ブランド魚として全国的に有名です。キンメダイのほか、近海で獲れる生
マグロは寿司ネタとして重宝され、新鮮な生マグロと地魚のにぎりに伊達巻
寿司を加えた銚子寿司は、「郷土寿司」として親しまれています。
　犬吠埼にお越しの際は、くつろぎの犬吠埼温泉郷と銚子漁港水揚げの新
鮮な魚介類を、ぜひ皆さんでお楽しみください。

とよはし かいわい
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▲ひときわ目を引く“伊達巻寿司”を加えた「銚子寿司」



● 問い合わせ／銚子市観光商工課 銚子市若宮町1-1  TEL.0479-24-8707

犬吠埼周辺は犬吠埼灯台のほか、日本遺産認定に含まれている「外川の町並み」等の
文化財や、千葉県唯一の「ジオパーク」がある魅力いっぱいのエリアです。

関東最東端にある犬吠埼は、日本で一番早く※初日の出を見ることができます。

●問い合わせ／地球の丸く見える丘展望館
銚子市天王台1421-1　TEL.0479-25-0930

　地球の丸く見える丘展望館は、北総地区（千葉県北
東部）で一番高い愛宕山の頂上にあります。屋上の展
望スペースから見える風景に、“地球が丸い”という
事を実感できます。天気のいい日は、360度大パノラ
マで、富士山や筑波山を見ることができます。また、東
洋のドーバーとも言われている屏風ケ浦にある、十数
基もの風力発電風車を眺望することができます。

その名前通り、本当に地球を感じる場所

●問い合わせ／銚子市社会教育課文化財・ジオパーク室　 　TEL.0479-21-6667（ジオパーク関係）
　 　 0479-21-6662（日本遺産関係）

●開館時間／ 4月～9月　9：00～ 18：30　　※年中無休
　　　　　　10月～ 3月　9：00～ 17：30

●入館料／大人420円、小・中学生200円、65歳以上360円
　

(入館は閉館の30分前まで）
　

　佐倉市、成田市、香取市、銚子市を舞台としたストーリー「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の
町並み」が、2016年4月に「日本遺産審査委員会」の審議を経て、日本遺産に認定されました。
　犬吠埼周辺でも特に、銚子電鉄の外川駅近くには、日本遺産認定に含まれている市内の文化財であ

る「外川の町並み」があります。外
川漁港に面した住宅地に「町割り区
画」が江戸時代のまま残り、その歴
史を今に伝えています。また外川駅
周辺の「銚子の磯巡り」にもその認
定にふさわしい景色が見られま
す。その中でも特に「屏風ケ浦」と
その周辺地域は、日本遺産のほか、
日本ジオパーク委員会が認定した
千葉県唯一の「ジオパーク」※の一
部にもなっています。
※ジオパークとは大地、自然、人の営み
　のつながりを学び、楽しめる場所です。

▲銚子電鉄「外川駅」 ▲たくさんのカモメが飛びかう外川漁港 ▲犬岩（約2億年前の千葉県最古の地層）

▲「外川の町並み」と奥に見える「外川漁港」 　　※「銚子100選」撮影ポイントから

▲屏風ケ浦遊歩道

　新しい年の清々しい始まりを初
日の出とともに迎えたい。そう願う
人々に人気のスポットが犬吠埼で
す。関東最東端に位置するこの岬
が、無人島などの離島や富士山な
どの山頂を除いて日本で一番早く
初日の出が見られる場所なのです。
　一般的に、「日の出は、東に行け

ば行くほど早いのでは？日本最東端の北海道の納沙布岬のほうが日の出が早
い！」。そんな風に思いますが、右の地図をご覧ください。年末年始の10日間ほ
どは、地軸の傾きの変化によって、より東に位置する納沙布岬よりも銚子市犬
吠埼のほうが先に日が昇るという不思議な現象が起こるのです。
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●初日の出の時間（黄色の線が同時刻）
※年末年始の約10日間

※山頂・離島を除く

（出典：銚子市役所WEBサイトより）

地球の丸く見える丘展望館

▲屋上展望スペースから犬吠埼灯台方面を望む

京葉銀行
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取材協力・写真提供・撮影協力／銚子電気鉄道株式会社　銚子市観光商工課　銚子市社会教育課文化財・ジオパーク室　銚子市観光協会　
　　　　　　　　　　　　　　 地球の丸く見える丘展望館　銚子まちづくり株式会社（丼屋七兵衛）
　　　　　　　　　　　　　　　 

《日本百選 of 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、
　　「日本百選 ofちば」の第24回をご覧ください。

　千葉県は、関東地方の南東部の太平洋に面した「房総半島」にあります。その房総半島の最東
端にあり、東側に犬吠埼や君ケ浜があり、北側は利根川、南側は屏風ケ浦で、西側は北総台地へ
と続く、銚子市全体が属する「チーバくん」の耳にあたる部分の半島名は何でしょうか。？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

① 犬 吠 半 島
② 銚 子 半 島
③ 黒 潮 半 島

銚子市新生町2-9 -1  
TEL .0479 -22-5505

銚 子 支 店

きれいに整備されている犬吠駅前

犬吠埼周辺おすすめグルメ情報！犬吠埼周辺おすすめグルメ情報！犬吠埼周辺おすすめグルメ情報！

　洋風の駅舎と駅前広場がきれいな犬吠駅では、「ぬ
れ煎餅」を始め、ユニークなネーミングで話題の「まず
い棒」や多くのお土産品、銚電グッズなどを販売してい
ます。「ぬれ煎餅」の手焼き体験ができ、焼きたてを食べ
ることもできます。

「関東の駅百選」に選ばれている
犬吠駅では、人気グッズや
地元特産品などを販売！

▲大ヒットの「ぬれ煎餅」（犬吠駅・仲ノ町駅・外川駅で販売）

●問い合わせ／

銚子電気鉄道株式会社 鉄道部
TEL.0479-22-0316

ローカル線100選に選定ローカル線100選に選定
銚子電気鉄道銚子電気鉄道

　銚子電鉄は、ローカル線ならではの魅力に溢れていま
す。レトロな車両、四季の変化が楽しめる自然や田園が
広がる車窓の風景、個性あふれる駅舎。そして沿線の各
駅には、海を見渡せる公園や、江戸を感じることのできる
町並みや海鮮グルメの店など魅力あふれるスポットが多
数存在しています。そのためドラマやCMのロケ地となる
ことも多く、写真撮影を目的に訪れる人も絶えません。ま
た遠方から沿線の駅近くまで車で来て、1日乗車券で銚
子電鉄の小さな旅を楽しむ方もいます。
　社長以下、全員で知恵を絞ってPR活動や商品開発を
していますが、これも銚子電鉄の大きな魅力となってい
ます。特にお土産品では「ぬれ煎餅」が有名で、「ぬれ煎」
の愛称で大ヒット商品となりました。また第2の「ぬれ煎」
として発売した商品もたくさんあり、その中でもスナック
菓子「まずい棒」は大好評です。

●揚げ「ぬれ餃子」●揚げ「ぬれ餃子」

●銚子電鉄オリジナル
　「御朱印帳」

新発売！！
2020年

７月

　4月から発売していたぬれ餃子を「揚げ餃子」
として販売開始しました。このぬれ餃子は銚子
電鉄沿線で農業を営むHennery Farm坂尾
英彦との共同企画です。

6個

各色１冊

￥600（税込）

3個

※夏季限定販売

￥300（税込）

￥2,200（税込）

港町・銚子らしさ溢れる個性派食堂

　「丼屋七兵衛」は、銚子港で水揚げさ
れた新鮮な青魚を使った青魚漬丼専門
店。青魚の独特の臭みを抑えて旨みを
引き出す「特許製法の塩ダレ」と、江戸
時代から多彩な食文化を生み出した伝
統の「濃い口醤油」で仕込み、無添加に
こだわった調理法で、ここでしか味わえ
ないこだわりの漬丼やお刺身を提供し
ている人気のお店です。 ▲お店入口付近

極上さば漬丼定食　¥1,530（税込）
（つみれ汁、小鉢物、香の物付）
※単品 ¥1,230（税込）

極上さば寿司定食 ¥1,880（税込）
（つみれ汁、小鉢物、香の物付）
※単品 ¥1,580（税込）

※営業時間の変更・イベント情報等は、Webサイトをご覧ください。
　https://www.shichibee.com/

魚の旬に合わせた
特別イベント
●開催予定日／2020年11月下旬～2021年1月下旬（予約制）

「極上サバ料理祭り」開催！！

●営業時間／ 10:00～20:00
　　　　　　 (19:30 L.O.)  
●定休日／毎週水曜・木曜日

丼 屋　七 兵 衛
銚子市飯沼町1-26  
TEL.0479-25-3133

おすすめメニュー

観音食堂 丼屋七兵衛

　銚子電鉄
で発売してい
る「御朱印帳」
はＢ６サイズの
小さな冊子形。
表紙には電車の
イラストが刺繍さ
れた和風デザイン
の３種類です。 （犬吠駅、仲ノ町駅で販売）

大人気！

2020.9
（次回発行／2020年10月20日）

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

正解は→② 銚 子 半 島




