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大人が楽しめる
社会科見学100選

第28回

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!
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千葉市の千葉港めぐり観光船が「大人が楽しめる社会科見学100選」に。

千葉ポートサービス株式会社
クルーズガイド

髙 橋 　沙 也 香 　さん

大人が楽しめる社会科見学１００選とは？

※CANON iMAGE GATEWAY（キヤノンイメージゲートウェイ）は、
　キヤノン製品を登録した人へのサービス。（登録費は無料）

　「CANON iMAGE GATEWAY※」の「大人
が楽しめる社会科見学100選」は、「ぴあレジャー
グループ」が、全国の工場や歴史的施設などから、
おすすめスポットを厳選した百選。県内では、
千葉市の「千葉港めぐり観光船」と木更津市の「日
本製鉄東日本製鉄所君津地区」、野田市の「キッ
コーマンもの知りしょうゆ館」が選ばれています。

荷を積みおろしするための巨大ガントリークレーンと「あるめり
あ号」。巨大なガントリークレーンは、その形から通称「キリン」と
呼ばれてます。

　「千葉港めぐり観光船」が航行する千葉港は、海岸線延長132km、港湾区域が
24,000haで日本一の広さを誇る港です。1994年（平成6年）から8年続けて
貨物取扱量が日本一になるなど、国内有数の国際貿易港です。また、千葉港の千葉
中央地区には、ポートパークが整備されシンボルの「千葉ポートタワー」があり
ます。その千葉港のシンボルである「千葉ポートタワー」や「JFEスチール東日本
製鉄所」などの工場群の昼と夜、「幕張新都心の高層ビル群」等を、海側から見る
ことができるのが「千葉港めぐり観光船」です。
　千葉港を巡る観光船は、「大人が楽しめる社会科見学100選」にふさわしい、
普段陸上では体感することができない潮風を浴びながら、国際貿易港の千葉港を
船に乗って、見て学べる大人も子どもも楽しめる生きた社会科見学のひとつです。
　今回お話をお聞きした「工場夜景クルーズ」の船上でクルーズガイドをしている
髙橋さんからは「コロナ禍で中止になった、2020年夏のイベント関連の納涼船は
いくつかありましたが、定期便の各コースは、乗船時の消毒・船内の換気等、万全

の新型コロナウイルス感染症対策をしておりますので、安心して乗船
していただけます。なお、海上を航行する観光船なので四季（昼夜）
を問わず防寒対策は必須です。」とのコメント。
　千葉ポートタワーの展望台入館料と観光船乗船券がセットになって
いる、お得な共通パスが販売される日曜日および祝日に乗船するのが
狙い目かも知れません。



「千葉港めぐり観光船」で海側からの景色を満喫！

千葉市中央区中央港1-20-1 　TEL.043-205-4333

●出航案内等、くわしくはWebサイトをご覧ください。　http://www.chiba-port.com/

※事前予約制：各種割引は適応外
※出航時間は日没時間により異なります。

●問い合わせ／千葉ポートサービス株式会社

乗って楽しく、見て学べる「千葉港めぐり観光船」は、年間を通して様々な形で運行しています。

　「幕張メッセ沖合遊覧コース」は、海浜幕張駅周辺にある近未
来都市が身近に感じられる建物「ワールドビジネスガーデン」な
どの高層ビル群や幕張メッセ、ZOZOマリンスタジアムなどの
施設を海上から眺めるクルージングです。

　「工場夜景クルーズ」は、琥珀色の灯りが幻想的なJFEスチール東日本製鉄所をはじめと
する「日本12大工場夜景」に含まれている、千葉港の工場夜景を楽しむことができます。
食品コンビナートにある千葉共同サイロのサイロ（貯蔵庫）にて、ライトアップ＆レーザー

ビルボードが上映されます。工場夜景に加えて
千葉市の海辺の新たな魅力となる、約5分間の
音と光のレーザーショーも見どころです。

▲スクリューからの波しぶきと爽やか風が心地よいクルージングのスタート！
※新型コロナウイルス感染症対策のため、一部運行を中止している企画もあります。

▲JFEスチール東日本製鉄所の琥珀色の灯り
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　「千葉港めぐり観光船」は、出発地点からカモメ
が一緒に遊覧したり、潮風を全身に受けるので、
気分転換にも繋がります。定期便の各コースは
年間を通して運行され、発着所を除き別のルート
を航行するので、海側からは各コースごとの千葉
市街地の景色を満喫することができます。日中に
見た景色も夕景・夜景など、時間とともに見え方
が変化するナイトクルーズは魅力的で四季を
通じて楽しめます。
　また、夏の「幕張ビーチ花火フェスタ」や船上で
ドリンク飲み放題の「乗合納涼船」など、楽しい
イベントプランも盛りだくさんです。
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ケーズハーバー

千葉港めぐり
観光船

　「港めぐりコース」は、千葉中央ふ頭で約４０分のクルージ
ングが楽しめます。高さ１２５mの千葉ポートタワーを眺めなが
ら、1994年（平成６年）に開設されたコンテナターミナルや日
本最大の食品コンビナート、成田空港へのジェット燃料の油送
基地、JFEスチール東日本製鉄所千葉地区などを見てまわり
ます。コースの終盤に「千葉城（千葉市立郷土博物館）」が
見えると乗客からは一斉に歓声が上がります。また、千葉港の
歴史や港で働く人々、海上のルール、観光船から見える町の
様子などがくわしく説明され、ユニークな工場めぐりの船旅と、
国際貿易港である「千葉港」を間近に実感することができます。

◆港めぐりコース《所要時間／約40分》

◆幕張メッセ沖合遊覧コース
　《所要時間／約50分》

◆工場夜景クルーズ《所要時間／約70分》
●乗船料／大人1,200円（中・高生含む）、小人600円

●乗船料／大人1,400円（中・高生含む）
　　　　　　小人　700円

●乗船料／大人2,200円（高校生含む）
　　　　　　小人1,100円（中学生含む）

コスモ石油コスモ石油

小学生の「生きた社会科見学コース」

AmiLi coffee 
brewers



取材協力・写真提供・撮影協力／千葉ポートサービス株式会社　株式会社ケーズネットワーク　株式会社AmiLi　 　

《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28回をご覧ください。

　「千葉港めぐり観光船」は、日本一の港湾区域の広さを誇る千葉港の一部を航行しています。
千葉港は、6市に及ぶ広い地域からなっていて、そのうちの5市は市川市、船橋市、習志野市、
千葉市、市原市です。さて、もうひとつの市町村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。

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

① 浦 安 市
②袖 ケ 浦 市
③木 更 津 市

●問い合わせは各店舗へ

　ケ ー ズ ハ ー バ ー
千葉市中央区中央港1-20-1

▲オシャレな待合スペース

▲巨大水槽があるレストラン「PIER-01」

　「千葉港めぐり観光船」は、2016年（平成２８年）に誕生
した「千葉みなと桟橋（千葉中央港旅客船桟橋）」から出航
しています。桟橋は旅客船ター
ミナル複合施設の「ケーズ
ハーバー」と併設しています。
　「ケーズハーバー」は、建物
の一部が旅客船ターミナル
になっていて、レストランや
カフェなどがある民間の複合
施設で、休日ともなれば大勢
の人たちで賑わいます。
　カフェと隣接するオシャレ
な待合スペースは、自由に使
えるので平日でも人が絶え
ることはありません。建物内
にあるシーフードレストラン
PIER-01（ピアゼロワン）にあ
る、高さ8ｍを超える巨大水
槽は圧巻で、水族館気分を味
わうことができます。

●定休日／年中無休
●駐車場／有料（146台）

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。　https://www.city.chiba.jp/toshi/umibe/ksharbor.html

▲海側からのケーズハーバー

ケーズハーバーケーズハーバー
旅客船ターミナル複合施設旅客船ターミナル複合施設

千葉みなとの賑わいづくりの拠点！

施 設 案 内

●PIER-01(ピア ゼロワン）
　 TEL.043-243-5100

シーフードレストラン

船舶事務所

営業時間／ 11:00～23:00
・ランチ 11:00～15:00
・ディナー17:00～23:00

営業時間／ 9:00～18:00

1F

1F

1F

1F

1F

2F

2F

●千葉ポートサービス株式会社
　 TEL.043-205-4333

待合コーナー
●旅客船待合テラス
　 旅客船利用者以外も自由に利用できます。

待合コーナー
●旅客船待合テラス
　 旅客船利用者以外も自由に利用できます。

ダイビングショップ 営業時間／11:00～20:00
●ココナッツ千葉みなと店
　 TEL.043-246-9981

カフェ 営業時間／11:00～18:00
●PANCAKE Puni(パンケーキ プニ）
　 TEL.043-243-5104

ピザスタンド 営業時間／11:00～20:00
●PiZZA & JUiCE RUBBER stand
　 TEL.050-5268-7174

※店舗情報は、２０２０年１２月現在のものです。

さんばし

※本誌第28回で当初特集予定をしていた「キッコーマン もの知りしょうゆ館」は、２０２０年１２月現在休館中のため「千葉港めぐり観光船」に変更いたしました。

千葉市中央区富士見1-11-11 
TEL.043-222-2121

本 店 営 業 部

千葉市中央区千葉港5-45 
TEL.043-306-2121（代） 

千葉みなと本部

千葉港めぐり観光船千葉港めぐり観光船千葉港めぐり観光船
周辺おすすめグルメ情報！周辺おすすめグルメ情報！周辺おすすめグルメ情報！

AmiLi cof fee brewers
（アミリ コーヒー ブルワーズ）
千葉市中央区登戸1-1-14　
TEL.043-239-5230

[コーヒースタンド]

挽きたてのコーヒー豆の良い香りが漂うお店

　千葉駅から千葉市役所につながる
千葉都市モノレール沿いの路面店舗。
1Fフロアが「AmiLi cof fee brewers」、
2Fフロアが美容室のオシャレな佇まいの
お店です。厳選したコーヒー豆を選び、
目の前で挽き、一杯ずつハンドドリップで抽出するこだわりの
cof feeを、挽きたての良い香りとともに楽しむことができます。

M E N U

●営業時間／
[月～金]
 11:00 ～ 21:00
[土・日]
 10:00 ～ 19:00
●定休日／火曜日

●ドリップコーヒー
　（ice、hot） ¥400（税込）
●水出しコーヒー　
   　　　　 ¥380（税込）
●焼き菓子　 ¥300（税込）

AmiLi cof fee brewers
（アミリ コーヒー ブルワーズ）

2021.1
（次回発行／2021年2月22日）

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。

正解は→②袖 ケ 浦 市


