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 ２０１６年１２月１５日 

  京 成 電 鉄 株 式 会 社 

新 京 成 電 鉄 株 式 会 社 

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

京成トラベルサービス株式会社 

【千葉県地方創生加速化交付金事業モニターツアー】 

鉄道で行く！沿線の観光スポットを巡る旅 第２弾‼ 

「京成線・新京成線・北総線で行く 

早春の日帰りツアー」を発売します！！ 
出発日：１月７日（土）~３月１２日（日）  

 

京成グループの京成電鉄株式会社（本社：千葉県市川市、社長：三枝 紀生）、新京成電鉄株式会

社（本社：千葉県鎌ケ谷市、社長：眞下 幸人）、北総鉄道株式会社（本社：千葉県鎌ケ谷市、社長：

平田 憲一郎）、京成トラベルサービス株式会社（本社：千葉県船橋市、社長：山田 耕司）は、千

葉県と連携して、京成グループの鉄道をはじめとした交通機関と沿線エリアの観光施設の利用を組

み合わせた日帰りツアーを発売します。 

 

本ツアーは９月に発売を開始した「秋の日帰りツアー」に続く第２弾として発売をするものです。 

今回は、いちご狩りや、成田山新勝寺での初詣、市川中山や佐倉のひなまつりイベントなど、早春

の季節感も取り入れた魅力ある１０コースを企画しました。新勝寺での写経や精進料理、佐倉城下

町で着物を着付けての散策など、日本の伝統や文化に触れる体験ができるコースも取り入れ、 

第１弾よりも更に内容の充実したラインアップとなっています。 

全コースが乗車券と観光施設の入園券などを組み合わせたフリープランのツアーのため、お客様

のペースで自由に行動していただくことが可能で、新京成線や北総線の１日乗車券をご利用いただ

けるコースでは、沿線の魅力的なスポットの新たな発見をすることも期待できます。 

お手頃な価格で気軽に楽しんでいただける千葉県の旅にご家族やご友人と一緒に、ぜひお出かけ

ください。 

 

「京成線・新京成線・北総線で行く早春の日帰りツアー」の概要は次頁の通りです。 

 

    
（佐倉城下町ひなめぐり）        （写経と精進料理体験）  

 

 



 

 

２ 

 

   KEISEI GROUP  News Release  
  

「早春の日帰りツアー」の概要 
 

 

１．出発日 

   ２０１７年１月７日（土）～３月１２日（日） 〈日帰り〉 

   ※コースにより設定日が一部異なります。 

 

２．ツアー内容 

（１）いちご狩り＜新京成線利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券利用》 

⇒いちご園（いちご狩り）⇒新京成線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,880円 小人 1,050円 

        押上発着       大人 1,720円 小人 990円 

        京成船橋発着     大人 1,230円 小人 730円 

 

（２）いちご狩り＜北総線利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上の各駅⇒京成線⇒北総線《1日乗車券利用》 

⇒いちご園（いちご狩り）⇒北総線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 2,040円 小人 1,130円 

        押上発着       大人 1,880円 小人 1,060円 

 

（３）アンデルセン公園＜新京成線利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券利用》 

⇒アンデルセン公園⇒新京成線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,840円 小人 920円 

        押上発着       大人 1,680円 小人 850円 

        京成船橋発着     大人 1,200円 小人 600円 

 

（４）アンデルセン公園＜北総線利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上の各駅⇒京成線⇒北総線《1日乗車券利用》 

⇒アンデルセン公園⇒北総線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 2,000円 小人 1,000円 

        押上発着       大人 1,840円 小人 930円 

  

（５）鎌ケ谷スタジアムオープン戦観戦（教育リーグ）＜新京成線利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒新京成線《1日乗車券利用》 

⇒鎌ケ谷スタジアム（野球観戦）⇒新京成線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,830円 小人 860円 

        押上発着       大人 1,670円 小人 790円 

        京成船橋発着     大人 1,190円 小人 540円 

       ※試合開催日のみの設定となります（平成 29年 1月発表予定）。 

 

（６）鎌ケ谷スタジアムオープン戦観戦（教育リーグ）＜北総線利用＞ 

 【コース】京成上野・日暮里・押上の各駅⇒京成線⇒北総線《1日乗車券利用》 

⇒鎌ケ谷スタジアム（野球観戦）⇒北総線《1日乗車券利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野・日暮里発着 大人 1,990円 小人 940円 

        押上発着       大人 1,830円 小人 870円 

       ※試合開催日のみの設定となります（平成 29年 1月発表予定）。 
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（７）中山ひなまつりと東山魁夷記念館見学 

 【コース】京成上野・日暮里・押上の各駅⇒京成線⇒中山法華経寺・中山文化村清華園など 

（おひなまつり）⇒東山魁夷記念館⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野発着  大人 1,840円 小人 1,330円 

        日暮里発着   大人 1,720円 小人 1,260円 

        押上発着    大人 1,580円 小人 1,190円 

       ※中山法華経寺参道店舗の「きぬかつぎ（郷土料理）」、東山魁夷記念館の「ケーキ

セット」引換券の特典が付いています。 

         

 （８）佐倉城下町ひなめぐり 

Ａ．佐倉城下町ひなめぐりと着物散歩【2月 11・26日、3月 3・4日限定】 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒佐倉一里塚（ひなめぐり・ 

着物着付け体験）⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野発着     大人 4,320円 小人 2,840円 

        日暮里・押上発着   大人 4,170円 小人 2,770円 

        京成船橋発着     大人 3,680円 小人 2,520円 

 

   Ｂ．佐倉城下町ひなめぐりと日本遺産または川村記念美術館見学【全出発日】 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒佐倉一里塚（ひなめぐり） 

⇒※①日本遺産武家屋敷など《タクシー利用》または※②川村記念美術館《送迎バス》 

⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】①日本遺産見学 

京成上野発着     大人 4,400円 小人 3,530円 

         日暮里・押上発着   大人 4,260円 小人 3,460円 

         京成船橋発着     大人 3,760円 小人 3,210円 

        ②川村記念美術館見学 

京成上野発着     大人 3,730円 小人 2,800円 

         日暮里・押上発着   大人 3,600円 小人 2,730円 

         京成船橋発着     大人 3,090円 小人 2,480円 

       ※①日本遺産見学と②川村記念美術館見学のどちらかをお選びいただきます。 

※①日本遺産見学コースはタクシー利用でタクシー２名利用の代金です。３名利用  

/４名利用の場合、代金が異なります。 

       ※②川村記念美術館見学コースには美術館レストランのお食事券の特典が付いて

います。 

※ＡＢ（①②）どちらのコースにも佐倉城下町商店街の飲食店・土産店（指定）の 

クーポン券 1,000円分の特典が付いています。 

 

 （９）飯沼本家と旭鶴酒蔵めぐり 

 【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒旭鶴酒蔵 

⇒飯沼本家酒蔵・まがり家《鉄道以外タクシー利用》⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野発着     大人 4,740円 小人 3,910円 

        日暮里・押上発着   大人 4,600円 小人 3,840円 

        京成船橋発着     大人 4,100円 小人 3,590円 

       ※タクシー２名利用の代金です。３名利用/４名利用の場合、代金が異なります。 
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 （10）成田山新勝寺参拝と写経・精進料理体験 

【コース】京成上野・日暮里・押上・京成船橋の各駅⇒京成線⇒成田山参道⇒新勝寺（写経・ 

精進料理体験）⇒京成線出発の各駅 

  【旅行代金】京成上野発着     大人 4,100円 小人 3,130円 

        日暮里・押上発着   大人 3,960円 小人 3,060円 

        京成船橋発着     大人 3,410円 小人 2,790円 

      ※成田山参道の鰻屋・土産店（指定）のクーポン券 2,000円分の特典が付いています。 

      ※オプションで成田山新勝寺の御護摩札の事前申し込みを頂けます（別料金）。 

 

 

３．発売箇所 

   以下の旅行会社各店舗にて発売します。※一部店舗除く 

・株式会社小田急トラベル 

・京王観光株式会社 

・京急観光株式会社 

・東武トップツアーズ株式会社 

    ・関鉄観光株式会社 

    ・京成トラベルサービス株式会社 

 

４．発売開始日 

   ２０１６年１２月２０日（火） 

   ※お申込みは出発日の５日前まで承ります（京成トラベル青戸営業所の店頭に限り、前日 

午前中まで受付可能）。 

 

５．その他 

  〇千葉県の地方創生加速化交付金事業につき、参加者の方に事後アンケートを実施します。 

  （ご協力いただいた方の中から抽選で８０名様に千葉県特産品を進呈します。） 

 

６．お問い合わせ先 

京成トラベルサービス株式会社 業務部 

ＴＥＬ：０４７－４６０－８２６０（平日 １０：００～１８:００） 

 

以  上 
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