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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

京葉道路、千葉市中央区付近

《背景》幕張テクノガーデン“ウインターイルミネーション”《背景》幕張テクノガーデン“ウインターイルミネーション”

第27回

京 葉 道 路
K E I Y O  R O A D

《 道 で 発 見！ち ば 》今 月 の 誌 上 クイズ！
　京葉道路は、今回のスタートで館山自
動車道、宮野木JCTで東関東自動車道
と接続しています。さて、今回のゴール
地点の先にある、京葉道路本来の起点
につながる高速道路の名称は？

① 首 都 高 速 中 央 環 状 線
② 首 都 高 速 6 号 三 郷 線
③ 首 都 高 速 7 号 小 松 川 線

※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27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。

　京葉銀行千葉みなと本部のコミュニティガー
デンにて“イルミネーション2017”を開催中です。
　多くの皆さまにお楽しみいただけますよう、
15,000球のLEDを使用して華やかにイルミネー
ションを実施し、“憩い”とともに、“癒しの光”をお
届けしております。
●開催期間／平成２９年１２月３０日（土）まで
●点灯時間／１６：３０～２１：００

●幕張パーキングエリア《pasar幕張》（下り）●幕張パーキングエリア《pasar幕張》（上り）

　高さのあるドーム型の天井から陽
光が差し込む明るい店内。テーブル
席を囲むように、ラーメン、うどん、そ
ば、丼もの、和食、洋食、焼きそば、な
どの専門店のほか、ソフトクリームや
たこ焼などのテイクアウトの店が軒
を連ねるレイアウトは、ショッピング
モールのフードコートのように気分を

高揚させてくれます。す。す「千葉気分」のコンセプトで品揃
えした特産・名産品が豊富なショッピングゾーン「旬撰
倶楽部」で千葉土産が購入できます。す。す

●駐車場　大型：53／小型：151
●トイレ　男：大6／小19 　女：37
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：3台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

NEXCO東日本が展開する道ナカ商業施設Pasar（パサール）の1号店。
高機能トイレ、パウダーコーナー、バリアフリー化などいち早く導入。

居心地のいいフードコートは、つい長居したくなるパーキング。
千葉県産・地産地消にこだわった選りすぐりの千葉土産も充実。

　東京から千葉方面に向かう下り
路線のパーキング。グ。グ こちらのショッ
ピングゾーンのコンセプトは「東
京気分」。東京土産にふさわしい
逸品の数々や地元・幕張で人気の
店のスイーツなどのコーナーも設
けられています。す。す フードコートには
幼児用の小さなイスとテーブルが

並び、靴を脱いで遊べるキッズコーナーがあり、お子さ
ま連れには嬉しい配慮。地元農家の朝採り野菜が並ぶ
農産物直売所「食の駅」もあります。 す。 す

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

人気の商品BEST3

※価格はすべて税込価格です。

3

1 竹岡式チャーシューメン
1人前￥961

名物大漁丼　（味噌汁付）
1人前￥1,190

富津の「宮醤油」で煮込んだ
チャーシューの旨みがスー
プに滲みた、濃厚しょうゆの
千葉ご当地ラーメン。
《麺大将》

丼の上には、旬を感じさせる
新鮮な魚介類がまるで宝石
のように散りばめられてい
る幕張PAの名物丼です。
《九十九里片貝波乗り食堂》

こだわり卵と三温糖を使ったポ
ルトガル渡来の生カステラは、
日本のカステラの原型です。
《旬撰倶楽部》

千葉県の特産品・び
わの果汁を練り込ん
だ爽やかな風味。
《フードエクスプレス》

地元・幕張で人気の店プ
ティ・マリエ特製。ドーム型
に焼き上げた人気のスフ
レチーズケーキです。
《果子乃季＆ソルデシレ》

千葉県産の落花生をクラッ
シュし、白あんに練り込んだ
　パン。イベントを盛り上げる
　　「ぴーにゃん」の焼印付。
　　　《NBB》

※価格はすべて税込価格です。

ぴーにゃんパン3

旬撰倶楽部 7:00～ 22:00

長田本庄軒
リンガーハット
ミートマクハリ
FOODS EXPRESS
総史庵
手打ちかつ　山武源
下総醤油らーめん 宝醤軒
九十九里　片貝波乗り食堂
マクドナルド
Bread's　Plus

11:00～ 22:00 
11:00～ 22:00
11:00～ 21:30
11:00～ 20:00
10:00～ 22:00
11:00～ 21:30
11:00～ 22:00
6:00～ 22:00
 24時間
6:00～ 22:00

●営業時間
　◎フードコート

◎お土産・産直販売

●駐車場　大型：63／小型：194
●トイレ　男：大8／小24 　女：46
●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：2 
　オストメイト対応トイレ

ごっつええ本舗
房州濱乃屋
麺大将
とん楽
天つるり
タリーズコーヒー （平日）
　　　　　 　（土日祝）
Natural Bread Bakery

●営業時間
　◎フードコート

自動販売機コーナー自動販売機コーナー 24時間
ファミリーマート 24時間 ミニストップ 24時間

11:00～ 21:00 
11:00～ 21:00
11:00～ 21:00
6:00～ 21:00
6:00～ 21:30
7:00～ 20:00
6:00～ 22:00
6:00～ 20:00

旬撰倶楽部 　（平日）
　　　　　 　（土日祝）
食　の　駅 　（平日）
　　　　　 　（土日祝）

◎お土産・産直販売
9:00～ 21:00
8:00～ 21:00
9:00～ 20:00
8:00～ 20:00

24時間

生カステラ
1個￥1,000

びわソフト
1個￥250￥1,000

7:00～ 22:00

6:00～ 22:00

2 プティ・マリエのまんまるチーズプティ・マリエのまんまるチーズ 22

シュし、白あんに練り込んだ
パン。イベントを盛り上げる
　　「ぴーにゃん」の焼印
　　

1個￥1,296

1個￥194

人気の商品BEST3
1

～千葉みなとに冬を彩る癒しの光をお届け～

正解は→③首都高速 7号小松川線
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　京葉道路は、東京都江戸川区一之江を起点に千葉市中央区浜野町までの全長
36.8kmの一般有料道路です。東京方面から東京湾埋め立て地の京葉工業地帯
や房総半島へのルートとして、市街地の交通渋滞の緩和と千葉県南部の産業発
展に貢献する重要路線のひとつです。
　今回は、館山自動車道の市原ICと京葉道路の蘇我IC間にある、一般国道16
号との接点部分からスタートし、東京都と千葉県の境を流れる江戸川をゴール
とした約33kmのドライブ。館山道から京葉道路に入った車は、千葉東JCTで
千葉東金道路と合流し、路線内唯一のトンネルである「貝塚トンネル」を通過し
ます。穴川ICを過ぎ東関東自動車道と接続する宮野木JCTを直進して幕張PA
に立ち寄りゴールを目指しますが、京葉道路が走る周辺はほとんどが住宅地な
ので、一部を除き遮音壁で覆われているため周囲の景色を眺めることはできま
せん。市川ICを過ぎると、架設工事が終わって間もない京葉道路の上を高架で
走る国道298号の橋梁が見えてきます。そこを過ぎ、緩やかな左カーブの上り
坂を走るとゴールの江戸川です。

市川ICを通過するとまもなく、京葉道路市川ICを通過するとまもなく、京葉道路
上を高架で国道298号が走り、その左側で上を高架で国道298号が走り、その左側で
工事が行われていま工事が行われています。す。す 外環道と京葉道路
を結ぶ京葉JCTの建設現場でを結ぶ京葉JCTの建設現場です。す。す この京
葉JCTは、京葉道路の上に国道298号が、葉JCTは、京葉道路の上に国道298号が、
下に外環道が走る構造で、現在、完成に向
けて工事が進められています。

東京外環自動車道（通称：外環道）との合流地点、
京葉JCTの工事が進んでいます！

館山自動車道からつながる京葉道路を
県境の江戸川まで一気に走り抜ける!
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▲ゴールの江戸川を渡る「京葉道路」

《裏表紙でご紹介》

　高速道路の起点・終点は、基本的にイン
ターチェンジやジャンクションになっている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。京葉道路は蘇我ICが。京葉道路は蘇我ICがす。京葉道路は蘇我ICがす
実質的な京葉道路の終点で、館山自動車で、館山自動車
道の起点だと認識している人が多いと思だと認識している人が多いと思
いますが、本当の終点は蘇我ICと市原ICは蘇我ICと市原IC
の途中にあります。す。す その場所は、蘇我ICか
ら約1km付近のさほど高くない上り車線
左側に、楕円の「館山道ここまで」の案内標
識に示されています。す。す そこは、館山自動車
道が開通する前に京葉道路の千葉南本線
料金所が合った付近です。す。す 当時は、ここか
ら直接古市場交差点に接続していました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。が、開通と共に料金所は撤去されました。

▲路線内にある、館山道
　「ここまで」の案内標識

京葉道路と館山道の
境界は走行中の
路線内にあります。　

館
山
道

▲

路線内唯一のトンネルである「貝塚トンネル」上り入口付近

JR
市川駅

市川市アイ・リンクタウン
展望施設
市川市アイ・リンクタウン
展望施設

千葉
ポートタワー

幕張
テクノガーデン

千葉都心
イルミネーション

京葉銀行
千葉みなと本部

表紙撮影
ポイント

船 橋 市

京成本線

習志野市

Special spot
撮影ポイント
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●市川市アイ・リンクタウン展望施設 ●千葉ポートタワー

●ウィンターイルミネーション ●千葉都心イルミネーション

　京葉道路は、東京都江戸川区一之江を起点に千葉市中央区浜野町までの全長
36.8kmの一般有料道路です。東京方面から東京湾埋め立て地の京葉工業地帯
や房総半島へのルートとして、市街地の交通渋滞の緩和と千葉県南部の産業発
展に貢献する重要路線のひとつです。
　今回は、館山自動車道の市原ICと京葉道路の蘇我IC間にある、一般国道16
号との接点部分からスタートし、東京都と千葉県の境を流れる江戸川をゴール
とした約33kmのドライブ。館山道から京葉道路に入った車は、千葉東JCTで
千葉東金道路と合流し、路線内唯一のトンネルである「貝塚トンネル」を通過し
ます。穴川ICを過ぎ東関東自動車道と接続する宮野木JCTを直進して幕張PA
に立ち寄りゴールを目指しますが、京葉道路が走る周辺はほとんどが住宅地な
ので、一部を除き遮音壁で覆われているため周囲の景色を眺めるはできませ
ん。市川ICを過ぎるとまもなく、架設工事が終わって間もない京葉道路の上を
高架で走る国道298号の橋梁が見えてきます。そこを過ぎ、緩やかな左カーブ
の上り坂を走ると間もなくゴールの江戸川です。

●問い合わせ／千葉都心イルミネーション実行委員会事務局
●所在地／千葉市中央公園周辺　中央公園プロムナード　他

TEL.043-227-4103
●所在地／幕張テクノガーデン

千葉市美浜区中瀬1-3　TEL.043-296-8111

市川ICを通過するとまもなく、京葉道路市川ICを通過するとまもなく、京葉道路
上を高架で国道298号が走り、その左側で上を高架で国道298号が走り、その左側で
工事が行われていま工事が行われています。す。す 外環道と京葉道路
を結ぶ京葉JCTの建設現場でを結ぶ京葉JCTの建設現場です。す。す この京
葉JCTは、京葉道路の上に国道298号が、葉JCTは、京葉道路の上に国道298号が、
下に外環道が走る構造で、現在、完成に向
けて工事が進められています。

東京外環自動車道（通称：外環道）との合流地点、
京葉JCTの工事が進んでいます！

京葉道路の壁面に「甲子園球場のツタ」！

付加車線の増設工事で京葉道路の
慢性的な渋滞が緩和されています！

館山自動車道からつながる京葉道路を
県境の江戸川まで一気に走り抜ける!

Special Spot 京葉道路上のPA「Pasar幕張」
下り店内のフードコートにある
キッズコーナー。その一角には千
葉ポートタワーやZOZOマリン
スタジアムなどが見える幕張周
辺の街並みを再現した模型の中
に、総武線や成田エクスプレスな
どの車両が路線を行くプラレー
ル®が設置されていて、車両が動て、車両が動て
く土日は子供たちで賑わいます。す。す
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▲ゴールの江戸川を渡る「京葉道路」

《裏表紙でご紹介》

　高速道路の起点・終点は、基本的にイン
ターチェンジやジャンクションになっている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。京葉道路は蘇我ICが。京葉道路は蘇我ICがす。京葉道路は蘇我ICがす
実質的な京葉道路の終点で、館山自動車実質的な京葉道路の終点で、館山自動車
道の起点だと認識している人が多いと思道の起点だと認識している人が多いと思
いますが、本当の起点は蘇我ICと市原ICが、本当の起点は蘇我ICと市原IC
の途中にあります。す。す その場所は、蘇我ICか
ら約1km付近のさほど高くない上り車線
左側に、楕円の「館山道ここまで」の案内標
識に示されています。す。す そこは、館山自動車
道が開通する前に京葉道路の千葉南本線
料金所が合った付近です。す。す 当時は、ここか
ら直接古市場交差点に接続していました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。が、開通と共に料金所は撤去されました。

▲路線内にある、館山道
　「ここまで」の案内標識

京葉道路と館山道の
境界は走行中の
路線内にあります。　

館
山
道

▲

路線内唯一のトンネルである「貝塚トンネル」上り入口付近

▲「付加車線」区間（穴川中IC～貝塚IC間）

▲「新日本三大夜景・夜景100選」に登録されている展望施設からの夜景

▲壁面のツタ（貝塚IC～松ヶ丘IC間）

▲秋には紅葉します ▲甲子園球場外壁のツタ

新たな「付加車線」区間　延長1.9km

（下り線）

（上り線）

→

東京方面

木更津方面→

穴川中 IC

穴川東 IC 0.7km

0.6km1.3km
貝塚IC

貝塚IC
H26.4.24 運用

H26.5.23 運用H28.5.31 運用

　京葉道路の穴川中IC～貝塚IC間
は、1日に約10万台の交通量があり、
朝夕の通勤時間帯や行楽時期の週
末には、慢性的に渋滞が発生し、渋滞
中の追突事故も起きています。す。す その
ため、渋滞の緩和と渋滞中の交通事
故を削減するための交通安全対策と
して、インターチェンジ間に新たな
「付加車線」が整備されています。す。す 付加車線を設置することにより、区間全体
の交通容量が従来より約25％増加し、穴川中ICから本線への合流や、貝塚
ICへ流出する際の車線変更による混雑が少なくなります。す。す このため、交通の
流れがスムーズになり、渋滞による損失時間を約70％程度減少させる効果が
見込まれています。す。す

「I-linkタウンいちかわ」ザ・タワー
ズ・ウエスト45階の展望施設は地上
150mから360°の大パノラマを見渡せ
るビューポイント。好天なら東京スカイ
ツリーと富士山のツーショット、東京湾、
都内高層ビル群も一望できます。す。す

　高速道路の遮音壁の前面やコンクリート
の壁面に、ツタなどの植物を這わせている
のを見かけます。す。す 植物で壁面を覆う「壁面緑
化」は、コンクリートや金属などの硬い印象
を和らげると同時に、ヒートアイランド対策
や地球温暖化などを軽減させる効果があり

ます。す。す 京葉道路の穴川IC
～松ヶ丘IC間も壁面
緑化されていますが、
実はここに施工されているのは兵
庫県の甲子園球場のツタから採取
した種子を育てた「ナツヅタ」が使
われています。す。す

JR
市川駅

市川市アイ・リンクタウン
展望施設
市川市アイ・リンクタウン
展望施設

千葉
ポートタワー

幕張
テクノガーデン

千葉都心
イルミネーション

表紙撮影
ポイント

★夜景が美しいタワー・展望台スポット★★夜景が美しいタワー・展望台スポット★

★新年になっても楽しめるイルミネーションスポット★★新年になっても楽しめるイルミネーションスポット★

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。
https://www.mtg-bld.co.jp/イベント/

●所在地／千葉ポートタワー
千葉市中央区中央港1丁目ポートパーク内　
TEL.043-241-0125

●所在地／市川市市川南1-10-1

TEL.047-711-1142

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。
http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco04/1111000055.html

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。
http://chiba-porttower.com

※その他、くわしくはWebサイトをご覧ください。
http://www.chiba-cci.or.jp/

▲ウィンターイルミネーション（ガーデンプラザ）

アメリカ楓の落葉とともにイルミ
ネーションを点灯。今年もビルスタッ
フによる手作りの輝きで噴水のある
池と樹木に囲まれた空間が美しく、
幻想的に彩られます。す。す
●開催期間／2018年1月31日まで
●点灯時間／１６：３０～２２：００

▲「ルミラージュちば2017」中央公園のイルミネーション

中央公園と千葉駅前大通りを結ぶ中央公園プロムナー
ドを、約35万個の電球で飾る「ルミラージュちば」が開催さ
れています。中央公園周辺の樹木や、中央公園プロムナー
ドの樹木に加え、中央公園のモニュメント
を活用したイルミネーションの競演です。す。す
●開催期間／2018年1月31日まで

▲夕日が富士山を赤く染めながら沈む美しい瞬間

▲千葉港の工場夜景は
　「日本十大工場夜景」
　の一つ

　千葉ポートタワーからの夜景は「日
本夜景遺産」に認定された人気スポッ
トで、キラキラと輝く市街から幻想的な
工場群まで望めます。す。す また、これからの
寒い季節は、東京湾越しの夕日が富士
山を赤く染めながら沈む姿は壮観。　
　　

船橋 市

京成本線

習志野市

Special spot
撮影ポイント

●問い合わせ／市川市経済部観光交流推進課

http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco04/1111000055.html
http://chiba-porttower.com
https://www.mtg-bld.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/
http://www.chiba-cci.or.jp
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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

京葉道路、千葉市中央区付近

《背景》幕張テクノガーデン“ウインターイルミネーション”《背景》幕張テクノガーデン“ウインターイルミネーション”

第27回

京 葉 道 路
K E I Y O  R O A D

《 道 で 発 見！ち ば 》今 月 の 誌 上 クイズ！
　京葉道路は、今回のスタートで館山自
動車道、宮野木JCTで東関東自動車道
と接続しています。さて、今回のゴール
地点の先にある、京葉道路本来の起点
につながる高速道路の名称は？

① 首 都 高 速 中 央 環 状 線
② 首 都 高 速 6 号 三 郷 線
③ 首 都 高 速 7 号 小 松 川 線

※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27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。

　京葉銀行千葉みなと本部のコミュニティガー
デンにて“イルミネーション2017”を開催中です。
　多くの皆さまにお楽しみいただけますよう、
15,000球のLEDを使用して華やかにイルミネー
ションを実施し、“憩い”とともに、“癒しの光”をお
届けしております。
●開催期間／平成２９年１２月３０日（土）まで
●点灯時間／１６：３０～２１：００

●幕張パーキングエリア《pasar幕張》（下り）●幕張パーキングエリア《pasar幕張》（上り）

　高さのあるドーム型の天井から陽
光が差し込む明るい店内。テーブル
席を囲むように、ラーメン、うどん、そ
ば、丼もの、和食、洋食、焼きそば、な
どの専門店のほか、ソフトクリームや
たこ焼などのテイクアウトの店が軒
を連ねるレイアウトは、ショッピング
モールのフードコートのように気分を

高揚させてくれます。す。す「千葉気分」のコンセプトで品揃
えした特産・名産品が豊富なショッピングゾーン「旬撰
倶楽部」で千葉土産が購入できます。す。す

●駐車場　大型：53／小型：151
●トイレ　男：大6／小19 　女：37
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：3台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

NEXCO東日本が展開する道ナカ商業施設Pasar（パサール）の1号店。
高機能トイレ、パウダーコーナー、バリアフリー化などいち早く導入。

居心地のいいフードコートは、つい長居したくなるパーキング。
千葉県産・地産地消にこだわった選りすぐりの千葉土産も充実。

　東京から千葉方面に向かう下り
路線のパーキング。グ。グ こちらのショッ
ピングゾーンのコンセプトは「東
京気分」。東京土産にふさわしい
逸品の数々や地元・幕張で人気の
店のスイーツなどのコーナーも設
けられています。す。す フードコートには
幼児用の小さなイスとテーブルが

並び、靴を脱いで遊べるキッズコーナーがあり、お子さ
ま連れには嬉しい配慮。地元農家の朝採り野菜が並ぶ
農産物直売所「食の駅」もあります。 す。 す

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

人気の商品BEST3

※価格はすべて税込価格です。

3

1 竹岡式チャーシューメン
1人前￥961

名物大漁丼　（味噌汁付）
1人前￥1,190

富津の「宮醤油」で煮込んだ
チャーシューの旨みがスー
プに滲みた、濃厚しょうゆの
千葉ご当地ラーメン。
《麺大将》

丼の上には、旬を感じさせる
新鮮な魚介類がまるで宝石
のように散りばめられてい
る幕張PAの名物丼です。
《九十九里片貝波乗り食堂》

こだわり卵と三温糖を使ったポ
ルトガル渡来の生カステラは、
日本のカステラの原型です。
《旬撰倶楽部》

千葉県の特産品・び
わの果汁を練り込ん
だ爽やかな風味。
《フードエクスプレス》

地元・幕張で人気の店プ
ティ・マリエ特製。ドーム型
に焼き上げた人気のスフ
レチーズケーキです。
《果子乃季＆ソルデシレ》

千葉県産の落花生をクラッ
シュし、白あんに練り込んだ
　パン。イベントを盛り上げる
　　「ぴーにゃん」の焼印付。
　　　《NBB》

※価格はすべて税込価格です。

ぴーにゃんパン3

旬撰倶楽部 7:00～ 22:00

長田本庄軒
リンガーハット
ミートマクハリ
FOODS EXPRESS
総史庵
手打ちかつ　山武源
下総醤油らーめん 宝醤軒
九十九里　片貝波乗り食堂
マクドナルド
Bread's　Plus

11:00～ 22:00 
11:00～ 22:00
11:00～ 21:30
11:00～ 20:00
10:00～ 22:00
11:00～ 21:30
11:00～ 22:00
6:00～ 22:00
 24時間
6:00～ 22:00

●営業時間
　◎フードコート

◎お土産・産直販売

●駐車場　大型：63／小型：194
●トイレ　男：大8／小24 　女：46
●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：2 
　オストメイト対応トイレ

ごっつええ本舗
房州濱乃屋
麺大将
とん楽
天つるり
タリーズコーヒー （平日）
　　　　　 　（土日祝）
Natural Bread Bakery

●営業時間
　◎フードコート

自動販売機コーナー自動販売機コーナー 24時間
ファミリーマート 24時間 ミニストップ 24時間

11:00～ 21:00 
11:00～ 21:00
11:00～ 21:00
6:00～ 21:00
6:00～ 21:30
7:00～ 20:00
6:00～ 22:00
6:00～ 20:00

旬撰倶楽部 　（平日）
　　　　　 　（土日祝）
食　の　駅 　（平日）
　　　　　 　（土日祝）

◎お土産・産直販売
9:00～ 21:00
8:00～ 21:00
9:00～ 20:00
8:00～ 20:00

24時間

生カステラ
1個￥1,000

びわソフト
1個￥250￥1,000

7:00～ 22:00

6:00～ 22:00

2 プティ・マリエのまんまるチーズプティ・マリエのまんまるチーズ 22

シュし、白あんに練り込んだ
パン。イベントを盛り上げる
　　「ぴーにゃん」の焼印
　　

1個￥1,296

1個￥194

人気の商品BEST3
1

～千葉みなとに冬を彩る癒しの光をお届け～

正解は→③首都高速 7号小松川線

http://www.driveplaza.com/sapa/213A/213A041/1/
http://www.driveplaza.com/sapa/213A/213A041/2/
http://www.keiyobank.co.jp/news/2017/20171120135913.html

