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◆今回の日本百選

ローカル線100選ローカル線100選第7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!



　銚子電鉄は千葉県の東端、銚子駅から外川駅を結ぶ全長6.4kmの鉄道で、そ
の路線内には10の駅があります。
　ローカル線100選に選んでいただいておりますが、実際、この路線はローカル
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。また遠くから車でお越しになり、沿
線の駅近くに車を置き、1日乗車券で銚子電鉄の小さな旅を、時間をかけて楽し
まれる方も多くいらっしゃいます。
　小さな会社なので、社長以下、社員みんな
が頭を絞って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、ここに来られた方々が銚子電鉄を応援してくれる気持ちもを込めてご購入
いただいたこともあり、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
たスナック菓子「まずい棒」も大好評で、すでに60万本以上を売り上げています。
　本当に魅力がたくさんある、かわいいローカル線です。皆さんもぜひお越しいた
だき、その魅力を体験していただければと思います。

　ローカル線とは、幹線から分かれた地方支線
や特定の小規模地域を走る路線のことですが、
地元に密着した郊外的な雰囲気やのどかな景
観などが幅広く支持されています。そんな魅力
あふれるローカル線を、ぴあレジャーグループ
が全国から厳選したのがCANON iMAGE 
GATEWAYの「ローカル線100選」です。
　県内では、「銚子電気鉄道」のほか、いすみ市
の「いすみ鉄道」、市原市の「小湊鐵道」が選定さ
れています。

ローカル線100選とは？

銚子電気鉄道株式会社
鈴木　一成総務課 広報担当 さん

▲犬吠駅すぐ脇を走る「2000形」、右奥に見えるのは「犬吠埼灯台」

と か わ

▲仲ノ町駅を発車する「2000形」、奥は保存されている「デハ１００２形」。背景に見えるのは「ヤマサ醬油」第一工場の一部。

of

6.4kmをのどかに走る銚子電鉄がローカル線100選に。

▲外川駅で無料開放中の「デハ801形」



奇跡の「ぬれ煎餅」以外にも、
犬吠駅には魅力いっぱいの
お土産品が盛り沢山！！

　「関東の駅百選」に選定されている犬吠駅では、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」、「鯖威張る弁当」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たり、焼きたてのぬれ煎餅
も食べることもできます。夏は銚子商業高校プロデュースの「ぬれ煎餅アイス」や
ソフトドリンク、ビール、発泡酒もオススメです。

　「ぬれ煎餅駅」では、県内の煎餅はもちろん、全国
の美味しいあられや揚げもちなどを多数販売して
います。駅内は、路線内のお土産売店とはすこし違
い、掲示してある銚子電鉄歴代の鉄道のポスター
を観ながら、ゆっくり買い物ができるのも魅力のひ
とつです。またご家族連れに人気のぬれ煎餅の手
焼き体験も楽しめます。

入場料150円（6歳以上）で楽しめる鉄道写
真家中井精也氏の鉄道写真の世界。

今人気の鯖の水煮の炊き込みご飯の上に、
塩焼きした鯖を乗せ、漬物をトッピングした
癖になる旨さのお弁当。

犬吠駅に誕生した「まずえもん神社」は、金運
のほか健康運、勉強運、結婚運、恋愛運など
にも効果があると言われています。

▲「ぬれ煎餅駅」外観▲ギャラリー入口
　プレート

▲「ぬれ煎餅駅」駅内

▲ぬれ煎餅の手焼き体験

銚子電鉄の人気グッズや駅弁も販売！

銚子電鉄直営のお土産の駅「ぬれ煎餅駅」！

▲ヨーロッパ風の佇まいが魅力の「犬吠駅」外観

電車運行存続のためスナック菓子 さばいば

さ ば い ば

せ い や

1個

数に限りがあります
ので売り切れの場合
はご容赦ください。

￥648（税込）

1枚 ￥108（税込）
5枚入り ￥450（税込）
10枚入り ￥864（税込）

●まずい棒（コーンポタージュ味・チーズ味）

犬吠駅・仲ノ町駅・外川駅で販売

「まずい棒」は、犬吠駅・仲ノ町駅・外川駅で販売！

●銚子電鉄のぬれ煎餅

●鯖威張る弁当

銚電写真館

●中井精也ギャラリー

▲犬吠駅舎内の売店

▲各5枚入り

緑の甘口味
赤の濃い口味

青のうす口味

▲絵馬に願い事を
書いて奉納すると
願いが叶うとか！

●問い合わせ／銚子電気鉄道株式会社 鉄道部 TEL.0479-22-0316

●営業時間／
　10：00～18：00（年中無休）
　

●問い合わせ／銚子電鉄 ぬれ煎餅駅 TEL.0479-26-3852銚子市小浜町1753-1
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▲海側からの「屏風ケ浦」

たくさんの写真が展示されているギャラリーたくさんの写真が展示されているギャラリー

15本セット
各￥648（税込）
15本セット
各￥648（税込）

▲コーンポタージ味 ▲チーズ味

￥500
（税込）

1枚



ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2019.4（次回発行／2019年5月20日）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　地球の丸く見える丘展望館　　　　

《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7回をご覧ください。

「銚子電鉄」周辺の
立ち寄りスポット！

◆地球の丸く見える丘展望館

●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

▲庖丁式の様子

銚子市新生町2-9 -1
TEL.0479-22-5505

銚 子 支 店

　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。

支店情報
　

最寄りの
　

▲施設外観

その名前通り、本当に地球を感じる場所

▲屋上展望スペースから犬吠埼灯台方面を望む

●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380円、小・中学生200円、65歳以上330円
　※望遠鏡使用料／ 1回　100円

　2020年に開催される、東京オリンピック・パラリン
ピックに向け、文化遺産を生かして、千葉県の魅力を国
内外に発信するため、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。今回ご紹
介した「銚子電鉄」の外川駅周辺には風情ある「外川の
町並み」があり江戸情緒を体感することができます。

　日本遺産認定に含まれている市内の主な文化財として、特に銚子電
鉄の外川駅近くに「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
一部です。※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。

▲佐倉市「武家屋敷」

▲銚子市「外川駅」

▲外川漁港

▲香取市「佐原本町」

▲成田市「成田山新勝寺」

「北総四都市江戸紀行」が日本遺産に認定！「北総四都市江戸紀行」が日本遺産に認定！「北総四都市江戸紀行」が日本遺産に認定！
“佐倉・成田・佐原・銚子”
　　百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表
　的な町並み群！

「日本遺産」と「ジオパーク」のまち“銚子市”

▲「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

▲屏風ケ浦の絶景

▲外川駅にある
銚子ジオパーク
のプレート。

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。 公式アカウント

正解は→③京王 2 0 1 0 系

① 京王 1 9 0 0 系
② 京王 2 0 0 0 系
③ 京王 2 0 1 0 系

　2010年から銚子電鉄で3度目の人生を歩んでいる主力車両の2000形は、元京王電鉄の
車両で、その後、愛媛県の伊予鉄道へ渡り20年間活躍し、車輌代替とともに2009年に銚子
電鉄へ譲渡されました。さて、この2000形車両の京王電鉄での名称は何だったのでしょうか？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。


