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東 関 東 自 動 車 道

千葉市から香取市までの
約55.6kmを紹介！

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

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

「東関東自動車道」佐原PA上り展望台からの眺め

《背 景》酒々井PA下り内に咲く「ムクゲ」の花

東 関 東 自 動 車 道

　「北総の小江戸」とも呼ばれ、多くの観光客が訪れる香取
市佐原。舟運で栄えたまちの佇まいを今に伝える小野川沿い
を中心に、土蔵造りの商家や町屋が軒を連ね、重要伝統的建
造物群保存地区にも選定されています。散策する人々を、遠
く江戸時代にタイムトリップしたような気分に誘う街です。

　この風情ある佐原の街
全体を、周遊できるひと
つのホテルのように見立
てた宿泊施設が「佐原商
家町ホテルNIPPONIA」
で、ホテルを構成する宿
泊棟は、町の中心部に3
つ。フロントとレストラン
があるGEISHO棟は、県指定文化財で築160年の切妻変形二階家
屋の商家だった建物。2階和室を生かしたレストランでは、地産地消
をテーマにした本格フレンチが堪能できます。また、明治後期建造
の母家と土蔵、裏庭に面した倉庫をリノベーションしたYATA棟は、
3室ある宿泊施設。さらに、小野川の川岸に建つAOI棟は、料亭だっ
た建物。四季折々の空間が美しい中庭と月見台、障子細工や行灯
の柔らかな照明に浮かび上がる床の間空間など、1つの建物を丸
ごと1棟部屋として宿泊できます。ホテル備え付けの浴衣でそぞろ
歩く夕暮れ。日帰りでは味わえない情緒あふれる佐原を「佐原商家
町ホテルNIPPONIA」で楽しんでみませんか。

あんどん

▲160年前の建築物を生かした和室のレストラン。

▲フロントとレストランがあるGEISHO棟
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●所在地／佐原商家町ホテルNIPPONIA　
　　　　　香取市佐原イ1720

TEL.0120-210-289
※くわしくはWebサイトをご覧ください。
https://www.nipponia-sawara.jp/

※価格はすべて税・サ込です。※レストランは宿泊なしでもご利用可！

フレンチの技法で提供する「佐原料理」

LUNCH　ランチ

DINNER　夕　食

Déjeuner　A  1人前￥3,300

※季節により内容は異なります。

　北総の旬の食材を生
かしたフレンチ。目と舌で
堪能できるランチ・ディ
ナーメニューは、宿泊客
でなくても、街歩きの途
中に立ち寄り、季節のひと
皿の数々が味わえます。
ランチ11：30～15：00
　　　（L.O.14：00）

　昔から関東の食を支
えてきた千葉の幸を地
産地消で楽しむ本格フ
レンチのコース。この土
地ならではの吟味した
素材を贅沢に使い、最高
の状態で提供されます。
ディナー17：30～22：00
　　　　（L.O.20：00）

Dîner　A  1人前￥5,900

※季節により内容は異なります。

▲吹き抜け部分の天窓からの暖かい光が差し込む、日本の伝統的な
　建築様式「土蔵」の快適空間。（102号室）

佐原商家町ホテルNIPPONIA
600年の水郷の街へ溶け込むように泊まる

　2015年10月より毎月発行してきた冊子「道で発見！ちば」は、
2018年9月の本号をもちまして、全36回の最終号を迎えることと
なりました。第1回から3年間、毎月お読みいただいた多くの方々に
お礼を申し上げるとともに、本冊子の制作にあたり、情報のご提供や
取材、撮影などにご協力くださいました各関係機関や施設、関係者の
皆さまに感謝を申し上げます。ありがとうございました。

　10月からは、新企画「日本百選の中の“ちば”（仮称）」がスタートし、
県内各地に点在する日本百景の中から選りすぐりの魅力あふれる
スポットをご紹介いたします。誰もが認めるメジャーなものは改めてその
凄さを再確認していただき、あまり知られていなくても新たな発見と
感動の日本百景をご案内いたしますので、どうぞご期待ください。
　　　　　　　　　　　京葉銀行広報グループ・制作スタッフ一同

「道で発見！ちば」は、
今回が最終号となりました。
「道で発見！ちば」は、
今回が最終号となりました。
「道で発見！ちば」は、
今回が最終号となりました。

▲建物の歴史を物語る天井高の趣きある居室。（101号室）

YATA 101

寄り道寄り道

YATA 102

“NIPPONIA”のすぐ脇を流れる「小野川と観光遊覧船」

NIPPONIA専用駐車場

NIPPONIA
「AOI棟」

NIPPONIA
「YATA棟」

「GEISHO棟」
フロント・レストラン
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《裏表紙でご紹介》

Special spot
撮影ポイント

表紙撮影
ポイント

約300年に渡って継承されてきた佐原
の一大イベント「佐原の大祭」。7月の夏祭
りに続き、10月には諏訪神社の祭礼の秋
祭りが開催され、小野川の西側一帯の新
宿地区に13台の山車が曳き廻されます。
日本三大囃子に数えられる「佐原囃子」が
響き渡る中、小江戸と称される国選定の伝
統建造物が軒を連ねる通りを練り歩く様
子は趣きがあり、江戸時代の風情を思わせ
ます。山車上部に飾られた江戸・明治期の
名人人形師が制作した高さ4mもの大人
形も見応えがあります。

●佐原の大祭（秋祭り）

▲華麗な踊りと山車の曳き廻し

▲大栄JCT付近

▲利根川を渡る「東関東自動車道」

▲成田付近では、成田空港を離発着する
　航空機が道路上を横切ります。

　東関東自動車道の佐原香取ICと潮来ICの間に設け
られている佐原PA。上り線PAにある「180度パノラマ
展望台」からは、暮れなずむ時刻に道路を走行する車
のライトが輝いて見えました。利根川を眼下に水郷地
域を一望できる展望台は「ちば眺望100景」に選ばれ
ています。

S p e c i a l  S p o t

佐原商家町ホテル
NIPPONIA

佐原の大祭（秋祭り）

▲成田空港方面への「新空港自動車道」と分岐する
　成田JCT付近

東関東自動車道・宮野木JCTから北東方向に進み、
成田JCTで分岐し、香取市までの約55.6kmを走る。
東関東自動車道・宮野木JCTから北東方向に進み、
▲「東関東自動車道」酒々井PA付近

　東関東自動車道は、市川市の高谷JCT～茨城町JCTまで（途中未開通区間有）の全長約123km、
既供用区間約92kmの高速自動車国道です。（本誌紹介の高谷JCT～潮来CI間の延長は、約75km）
　今回は、「東関東自動車道その2」として、千葉市の「宮野木JCT」から、香取市の利根川の先にある
茨城県境までの約56kmを走ります。「宮野木JCT」から片側3車線の広い道路をスタートした車は、国
道16号と交差する千葉北ICから、四街道IC・佐倉ICへと進み「酒々井PA（下り）」でひと休み。PAで休
憩した後、再び本線と合流し、2013年（平成25年）に供用が開始された酒々井IC、国道409号とつな
がる富里ICを通過。成田空港方面に向かう「新空港自動車道」と分岐する成田JCTを直進して香取市
をめざします。ここから先は片側2車線道路になり、走行車両も少なくなります。しばらく走ると、カーブ
の先に2015年（平成27年）6月に供用が始まった「圏央道」とつながる「大栄JCT」が見えてきました。

「大栄JCT」を通過し、大栄PAや国道51号とつながる大栄
ICを通り抜け、成田市から香取市へ。香取市に入ると
田園地帯や森林が視界に入り、のどかな車窓の景色
に癒されます。香取市街地に続く佐原香取IC、
さらに佐原PAを通過し、緩やかなカーブを描
きながら水郷地帯と利根川に架かる高架を
行けば、ほどなく茨城県との
県境のゴールです。

千 葉 市

四 街 道 市

佐 倉 市

富 里 市

成 田 市

圏
央
道

香 取 市

酒々井町

▲眺望が開ける展望台手前付近

茨城県との県境（今回のゴール地点）は、「利根川」
の先にある「常陸利根川」手前です！
　千葉県と茨城県との
県境を流れているのは
「利根川」と思いがちで
す。しかし、一部、県境が
複雑に入りくんでいて
「利根川」が県境ではな
い地域があります。今回
のゴール地点がその地
域で、佐原PAを過ぎ、道
路は高架上を進み利根
川を渡り切りますが、その先も千葉県の香取市で、稲作が盛んな水郷地帯です。道路
上にその表記はありませんが、実際の県境はもう少し先の「外浪逆浦」に
つながる「常陸利根川」の手前付近です。
（右図参照）

※くわしくはWebサイトをご覧ください。　 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/introduction/aki.html

●日時／10月12日（金）から10月14日（日）

●問い合わせ／

　香取市生活経済部商工観光課
TEL.0478-50-1212

●酒々井パーキングエリア《PA》（上り）

　東関東自動車道にあるパーキングエ
リアの中では最大規模で、平日でも朝
早くから大勢の人々で賑わいます。道路
の混雑状況や東京方面の観光情報な
どをていねいに教えてくれるエリアコン
シェルジェがいるインフォメーションが
便利です。

●駐車場　大型：75／小型：122
●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

成田空港から東京方面へ向かうマイカーやバスに便利なPA。
コンシェルジェがいるインフォメーションでお役立ち情報が聞ける！

　◎軽食・カフェ・レストラン
　　フードコート 　　　6：00～ 24：00
　　モスバーガー 　　　6：00～ 24：00
　◎お土産・産直販売
　　ショッピングコーナー 6：00～ 24：00
　◎給油・給電
　　JXTGエネルギー 24時間
 　　給電スタンド 　　　24時間
　◎生活・暮らし・日用雑貨
 　　自動販売機コーナー 24時間
 　　ATM「セブン銀行」 6：00～ 24：00
　◎高速道路サービス
　　サービスエリア・コンシェルジェ
　　　　　　　　　　　8：00～18：30 

●営業時間

　◎軽食・カフェ・レストラン
　　スターバックス 　　6：30～ 22：00
　　松屋 　　　　　　24時間　
　　フードコート 　　　5：00～ 23：00 
　◎お土産・産直販売
　　ショッピングコーナー 5：00～ 23：00
　　免税店　　　　　 5：00～ 23：00
　◎給油・給電
　　昭和シェル石油　  24時間
　　給電スタンド 　　 24時間
　◎生活・暮らし・日用雑貨
　　自動販売機コーナー 24時間

●営業時間

●駐車場　大型：69／小型：153
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：5台

人気の商品BEST3

※価格はすべて税込価格です。
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1 大きなレーズンパン
1個　￥450

愛娘芋きんつば
（6個入）　￥1,080
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●酒々井パーキングエリア《PA》（下り）
東京から成田空港・茨城方面へ、レジャーや観光のドライブ拠点。
この路線唯一のガソリンスタンドが設置されていて、SA並みの充実設備！

　早朝にはゴルフ客やレジャー目
的のドライバーが、また帰国する
外国人旅行客などが多く利用する
下りパーキングエリア。千葉県土
産のみならず、東京を代表する土
産品もバラエティー豊かに取り揃
えているのも嬉しい。

※価格はすべて税込価格です。

1 錦爽鶏の親子丼
（味噌汁・お新香付）
1人前　￥780
柔らかい肉質とほどよい歯ご
たえが特徴の千葉県の銘柄
鶏「錦爽（きんそう）どり」使用
の人気丼。　《フードコート》

銚子電鉄ぬれ煎餅
（3種各5枚入）　￥432
しっとりした歯触りのぬれ
煎餅。緑の甘口・青のうす
口・赤の濃い口の3種類が
あります。
《ショッピングコーナー》

千葉落花生サブレ
（5枚入）　￥626
千葉県産落花生「千葉半
立」種の刻みを生地に練
り込み、千葉県の形に抜
いたさっくりサブレ。
《ショッピングコーナー》

　　　

▲成田付近では、成田空港を離発着する

人気の商品BEST3

3

22

18：30 
千葉県産の愛娘芋のペース
トを贅沢に使用したオリジナ
ル商品。酒々井PAだけで買
える限定品です。
《ショッピングコーナー》

PA内にある美味しいパン
屋さんとして人気の「ジェ
イ・バロウ」。レーズンが
たっぷり入ったもちもちの
食感がクセになるパン。
《ベーカリーコーナー》

千葉県産のピーナッツ
ペーストを練り込んでい
るので、口に豊かな風味
が広がります。
《フードコート》

▲ショッピングコーナー ▲フードコート

宮野木
JCT

寄り道寄り道 寄り道寄り道

寄り道寄り道

新空港
自動車道

そとなさかうら

ひ た ちとね が わ
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約300年に渡って継承されてきた佐原
の一大イベント「佐原の大祭」。7月の夏祭
りに続き、10月には諏訪神社の祭礼の秋
祭りが開催され、小野川の西側一帯の新
宿地区に13台の山車が曳き廻されます。す。す
日本三大囃子に数えられる「佐原囃子」が
響き渡る中、小江戸と称される国選定の伝
統建造物が軒を連ねる通りを練り歩く様
子は趣きがあり、江戸時代の風情を思わせ
ます。す。す 山車上部に飾られた江戸・明治期の
名人人形師が制作した高さ4mもの大人
形も見応えがあります。す。す

●佐原の大祭（秋祭り）

▲華麗な踊りと山車の曳き廻し

▲成田付近では、成田空港を離発着する
　航空機が道路上を横切ります。

佐原商家町ホテル
NIPPONIA

佐原の大祭（秋祭り）

香 取 市
※くわしくはWebサイトをご覧ください。　 
　https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/introduction/aki.html

●日時／10月12日（金）から10月14日（日）

●問い合わせ／

　香取市生活経済部商工観光課
TEL.0478-50-1212

●酒々井パーキングエリア《PA》（上り）

　東関東自動車道にあるパーキングエ
リアの中では最大規模で、平日でも朝
早くから大勢の人々で賑わいます。す。す 道路
の混雑状況や東京方面の観光情報な
どをていねいに教えてくれるエリアコン
シェルジェがいるインフォメーションが
便利です。す。す

●駐車場　大型：75／小型：122
●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

成田空港から東京方面へ向かうマイカーやバスに便利なPA。
コンシェルジェがいるインフォメーションでお役立ち情報が聞ける！

　◎軽食・カフェ・レストラン
　　フードコート 　　　6：00～ 24：00
　　モスバーガー 　　　6：00～ 24：00
　◎お土産・産直販売
　　ショッピングコーナー 6：00～ 24：00
　◎給油・給電
　　JXTGエネルギー 24時間
 　　給電スタンド 　　　24時間
　◎生活・暮らし・日用雑貨
 　　自動販売機コーナー 24時間
 　　ATM「セブン銀行」 6：00～ 24：00
　◎高速道路サービス
　　サービスエリア・コンシェルジェ
　　　　　　　　　　　8：00～18：30 

●営業時間

　◎軽食・カフェ・レストラン
　　スターバックス 　　6：30～ 22：00
　　松屋 　　　　　　24時間　
　　フードコート 　　　5：00～ 23：00 
　◎お土産・産直販売
　　ショッピングコーナー 5：00～ 23：00
　　免税店　　　　　 5：00～ 23：00
　◎給油・給電
　　昭和シェル石油　  24時間
　　給電スタンド 　　 24時間
　◎生活・暮らし・日用雑貨
　　自動販売機コーナー 24時間

●営業時間

●駐車場　大型：69／小型：153
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　大型：1台／小型：5台

人気の商品BEST3

※価格はすべて税込です。
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1 大きなレーズンパン
1個　￥450

愛娘芋きんつば
（6個入）　￥1,080
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●酒々井パーキングエリア《PA》（下り）
東京から成田空港・茨城方面へ、レジャーや観光のドライブ拠点。
この路線唯一のガソリンスタンドが設置されていて、SA並みの充実設備！

　早朝にはゴルフ客やレジャー目
的のドライバーが、また帰国する
外国人旅行客などが多く利用する
下りパーキングエリア。千葉県土
産のみならず、東京を代表する土
産品もバラエティー豊かに取り揃
えているのも嬉しい。

※価格はすべて税込です。

1 錦爽鶏の親子丼
（味噌汁・お新香付）
1人前　￥780
柔らかい肉質とほどよい歯ご
たえが特徴の千葉県の銘柄
鶏「錦爽（きんそう）どり」使用
の人気丼。　《フードコート》

銚子電鉄ぬれ煎餅
（5枚入）　￥432
しっとりした歯触りのぬれ
煎餅。緑の甘口・青のうす
口・赤の濃い口の3種類が
あります。
《ショッピングコーナー》

千葉落花生サブレ
（5枚入）　￥626
千葉県産落花生「千葉半
立」種の刻みを生地に練
り込み、千葉県の形に抜
いたさっくりサブレ。
《ショッピングコーナー》

　　　

▲成田付近では、成田空港を離発着する

人気の商品BEST3
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22

18：30 
千葉県産の愛娘芋のペース
トを贅沢に使用したオリジナ
ル商品。酒々井PAだけで買
える限定品です。
《ショッピングコーナー》

PA内にある美味しいパン
屋さんとして人気の「ジェ
イ・バロウ」。レーズンが
たっぷり入ったもちもちの
食感がクセになるパン。
《ベーカリーコーナー》

千葉県産のピーナッツ
ペーストを練り込んでい
るので、口に豊かな風味
が広がります。
《フードコート》

▲ショッピングコーナー ▲フードコート

寄り道寄り道 寄り道寄り道

寄り道寄り道

https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/introduction/aki.html
https://www.driveplaza.com/sapa/1120/1120046/1/
https://www.driveplaza.com/sapa/1120/1120046/2/


ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2018.9（次回発行／2018年10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　ネクセリア東日本株式会社関東東支店　香取市生活経済部商工観光課　
     　　　　　　　　　　　　　佐原商家町ホテル NIPPONIA

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

　「北総の小江戸」とも呼ばれ、多くの観光客が訪れる香取
市佐原。舟運で栄えたまちの佇まいを今に伝える小野川沿い
を中心に、土蔵造りの商家や町屋が軒を連ね、重要伝統的建
造物群保存地区にも選定されています。散策する人々を、遠
く江戸時代にタイムトリップしたような気分に誘う街です。

　この風情ある佐原の街
全体を、周遊できるひとつ
のホテルのように見立
てた宿泊施設が「佐原商
家町ホテル NIPPONIA」
で、ホテルを構成する宿
泊棟は、町の中心部に3
つ。フロントとレストラン
があるGEISHO棟は、県指定文化財で築160年の切妻変形二階家
屋の商家だった建物。2階の和室を改装したフレンチレストランで
は、地産地消をテーマにした本格フレンチが堪能できます。また、明
治後期建造の母家と土蔵、裏庭に面した倉庫をリノベーションした
YATA棟は、3室ある宿泊施設。さらに、小野川の川岸に建つAOI
棟は、料亭だった建物。四季折々の空間が美しい中庭と月見台、障
子細工や行灯の柔らかな照明に浮かび上がる床の間空間など、1
つの建物を丸ごと一棟貸切で宿泊できます。ホテル備え付けの浴
衣でそぞろ歩く夕暮れ。日帰りでは味わえない情緒あふれる佐原を
「佐原商家町ホテル NIPPONIA」で楽しんでみませんか。

あんどん

▲160年前の内装をそのまま活かしたレストラン。

▲フロントとレストランがあるGEISHO棟

佐
原
駅

JR成田線

川の駅水の郷
さわらヘリポート

水郷佐原
山車会館

伊能忠敬記念館

小野
川

佐原商家町ホテル
NIPPONIA

356

●所在地／佐原商家町ホテル NIPPONIA　
　　　　　香取市佐原イ1720

TEL.0120-210-289
※くわしくはWebサイトをご覧ください。
https://www.nipponia-sawara.jp/

※価格はすべて税・サ込です。※レストランは宿泊なしでもご利用可！

フレンチの技法で提供する「佐原料理」

LUNCH　ランチ

DINNER　夕　食

Déjeuner　A  1人前￥3,024

※季節により内容は異なります。

　北総の旬の食材を生か
したフレンチ。目と舌で堪
能できる地元食材を盛り
込んだランチメニューは、
街歩きの途中に立ち寄り、
嬉しい季節のひと皿の
数々が味わえます。
ランチ11：30～15：00
　　　（L.O.14：00）

　昔から関東の食を支
えてきた千葉の幸を地
産地消で楽しむ本格フ
レンチのコース。この土
地ならではの吟味した
素材を贅沢に使い、最高
の状態で提供されます。
ディナー17：30～22：00
　　　　（L.O.20：00）

Dîner　A  1人前￥5,940

※季節により内容は異なります。

▲地元に親しまれ柳半別邸と呼ばれた元料亭。和洋室の3部屋と中庭
　があり、最大6名様で泊まれる一棟貸切の客室。(AOI棟201)

佐原商家町ホテル NIPPONIA
600年の水郷の街へ溶け込むように泊まる

　2015年10月より毎月発行してきた冊子「道で発見！ちば」は、
2018年9月の本号をもちまして、全36回の最終号を迎えることと
なりました。第1回から3年間、毎月お読みいただいた多くの方々に
お礼を申し上げるとともに、本冊子の制作にあたり、情報のご提供や
取材、撮影などにご協力くださいました各関係機関や施設、関係者の
皆さまに感謝を申し上げます。ありがとうございました。

　10月からは、新企画「日本百選 of ちば」がスタートします。県内各
地に点在する日本百景の中から選りすぐりの魅力あふれるスポットを
ご紹介いたします。誰もが認めるメジャーなものは改めてそのよさを再
確認していただき、あまり知られていなくても新たな発見と感動の日
本百景をご案内いたしますので、どうぞご期待ください。
　　　　　　　　　　　京葉銀行広報グループ・制作スタッフ一同

「道で発見！ちば」は、
今回が最終号となりました。
「道で発見！ちば」は、
今回が最終号となりました。
「道で発見！ちば」は、
今回が最終号となりました。

▲本床、天井板、意匠ガラスなど歴史を物語る客室。（YATA棟101）

YATA 101

寄り道寄り道

AOI 201

“NIPPONIA”のすぐ脇を流れる「小野川と観光遊覧船」

NIPPONIA
「AOI棟」

NIPPONIA
「YATA棟」

「GEISHO棟」
フロント・レストラン

NIPPONIA専用駐車場

https://www.nipponia-sawara.jp/



