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会社概要

セグメント別
営業収益構成比（連結）

運輸業
1,171億円

2021年度
2,142億円

（54.7％）

※連結修正後

流通業
470億円
（21.9％）

不動産業
219億円
（10.2％）

レジャー・サービス業
67億円
（3.1％）

建設業
164億円
（7.7％）

その他の事業
50億円
（2.3％）

社　　名
創　　立
本　　社
資 本 金
代 表 者
従業員数
営業収益
経常損益

京成電鉄株式会社（Keisei Electric Railway Co.,Ltd.）
1909年（明治42年）6月30日
千葉県市川市八幡三丁目３番１号
368億円
代表取締役社長 社長執行役員  小林 敏也
1,819人
627億円
▲18億円

連結会社
持分法適用会社
営業収益（連結）
経常損益（連結）

91社 ※2022年10月1日現在
4社
2,142億円
▲32億円

事業概要

不動産賃貸業 鉄道沿線を中心に、商業施設、オフィス、住宅等を賃貸しています。
2021年度は、賃貸住宅やオフィスビルを取得したほか、ホテルを開業い
たしました。

不動産販売業

運輸業

流通業

不動産業

レジャー・サービス業

建設業・その他の事業

鉄道事業、バス事業、タクシー事業

ストア業、百貨店業、その他流通業

不動産賃貸業、不動産販売業、不動産管理業

飲食・映画業、ホテル業、広告代理業、旅行業、情報処理業、清掃業 等

建設業、鉄道車両整備業、自動車車体整備業、自動車車体製造業 等

千葉県および東京都区部を中心にマンションを開発・販売しています。
マンションは、2000年より「サングランデ」のブランド名で展開中です。

鉄 道 事 業 京成上野と成田空港を結ぶ路線を中心に、152.3kmを営業しています。
2021年度の輸送人員は２億2,531万人となりました。

グループ概要

財務状況

　  

京成グループ理念 03
環境経営の位置づけ

省エネルギーへの取り組み 04
「サステナビリティ推進委員会」の設置
改正省エネ法への対応
環境負荷（CO2排出量）の把握
鉄道事業における電力使用量の推移

京成電鉄の取り組み事例 06
車両における取り組み
線路における取り組み
電力設備における取り組み
鉄道周辺施設その他鉄道事業における取り組み
不動産販売業における取り組み
その他の取り組み

グループ各社の取り組み事例 11
バス及びタクシーにおける取り組み
流通業における取り組み
その他の取り組み

本レポートは、京成グループの環境への取り組みを紹介するもの
として作成しました。地球温暖化問題や、企業の環境対策への
貢献が社会的に大きな注目を集める中、環境負荷情報などを
開示し、取り組みを総括することにより、ステークホルダーの皆
さまと誠実なコミュニケーションを図り、事業活動に活かしてい
きたいと考えております。

※データ等は2022年3月現在のものです。
　（注記があるものを除く）

C O N T E N T S

編 集 方 針

連結
営業収益
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（億円）

経常損益

単体

連結 単体

※端数を四捨五入しているため合計と内訳が一致していません。
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環境経営の位置づけ

　社員への京成グループ理念の浸透を目的として、新入社員研修をはじめとした階層別研修で講義を行うほか、京成グループ理念の内

容を解説した小冊子を配布しています。その中の一節では「環境」の行動指針について上記のように解説しており、社員一人ひとりの自

覚を促し、業務に取り組む上で環境への配慮を欠かさないように努めています。

　私たち京成グループは、日々 の事業活動を通して、企業としての社会的責任を果たし、社会の発展に貢献することを目指しています。

　2004年4月に制定した京成グループ理念は「グループ経営理念」、「グループ行動指針」、「グループスローガン」で構成されています。

「グループ経営理念」は、京成グループの経営に取り組む基本姿勢及び存在意義・社会的使命といった社会との基本的な関わり方を

明らかにしたものです。「グループ行動指針」は、経営理念の実現に向け社員一人ひとりがどのように行動すればよいかを示してお

り、「グループスローガン」は京成グループ理念の精神を簡潔に表現したものです。

グループ行動指針

（安　　　全） 私たちは、安全・安心を第一に行動します。

（接　　　客） 私たちは、あいさつを励行し、お客様の立場にたって行動します。

（成　　　長） 私たちは、絶えず自己革新し、新たな価値を創造します。

（企 業 倫 理） 私たちは、すべての人を大切にし、法令・規則を遵守します。

（環　　　境） 私たちは、自然環境に配慮し、行動します。

グループスローガン いろんな笑顔を結びたい　京成グループ

グループ経営理念 京成グループは、お客様に喜ばれる良質な商品・サービスを、

安全・快適に提供し、健全な事業成長のもと、社会の発展に貢献します。

2004年4月制定

私たちは、世界規模の経済活動の繁栄の影で、温暖化など地球環境が脅かされている状況を
私たち自身の問題としてとらえ、常に自然環境との調和に配慮し、行動します。

京成グループ理念

京成グループ理念
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エネルギー管理方針

「サステナビリティ推進委員会」の設置

１． 省エネルギー設備の導入
２． 諸施設における省エネ運用の継続
３． 省エネ意識の浸透

取締役会

経営会議

グループ戦略部

グループ各社

サステナビリティ推進委員会
（事務局：経営統括部）

鉄道本部

鉄道本部各部

開発本部 総務部

サステナビリティ
推進委員会

委 員 長
副委員長
委　　員

：社長
：経営統括担当執行役員（エネルギー管理統括者）
：経営統括部長（エネルギー管理企画推進者）
   鉄道本部長・鉄道副本部長（特定輸送事業者総括）
   開発本部長・開発副本部長（特定事業者【賃貸部門総括】）
   総務担当執行役員（特定事業者【本社部門総括】）
　グループ戦略担当執行役員（特定事業者【グループ会社部門統括】）
   上記以外の常勤執行役員及び各部部長

事 務 局：経営統括部 経営企画担当

　京成グループは、グループ行動指針に「私たちは、自然環境に配慮し、行動します。」と定めており、2012年5月、京成グループにおけ

るエネルギー管理体制の整備を目的として、社長を委員長とする「省エネ推進委員会」を設置しました。2022年7月より、当委員会を拡

大・発展した「サステナビリティ推進委員会」を開催しております。「エネルギー消費原単位（※1）の年平均１％以上低減」の継続的な達

成を目指し、サステナビリティ推進委員会を中心として、環境経営の推進に取り組んでいます。

改正省エネ法への対応
　京成電鉄は、改正省エネ法により特定事業者及び特定輸送事業者に指定されており、定期報告書・中長期計画書を年度毎に作

成し、提出を行っています。

エネルギー（電力使用量、燃料の使用量など）をエネルギー使用量と密接な関係を持つ値（走行距離、延床面積、生産数量など）で除して算出。

（※2） 

（※2） 

（※1） 

エネルギー管理体制（管理組織図）

当社グループは、サステナビリティ推進委員会を中心に、グループ全体のエネルギー使用効率の継続的改善を目指します。

「2022年度省エネ実施計画」

省エネルギーへの取り組み
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鉄道事業における電力使用量の推移
鉄道事業で使用するエネルギーはそのほとんどが電力であり、電車を動かす運転用電力と、踏切、信号、工場及び駅舎の電灯照明等

に使用されている付帯電力に大別されます。

京成電鉄は、鉄道車両をはじめとする設備や機器に、より環境性能に優れたものを採用することで電力使用量の低減を図っています。

2021年度については、電力使用量、エネルギー消費原単位共に前年比で減少となりました。

省エネルギーへの取り組み

環境負荷（CO2排出量）の把握

エネルギー消費原単位
（kl/千km）

0.583 0.580
0.572

0.562 0.545 0,534
0.5

0.6

0.7

エネルギー使用量 CO2排出量
2021年度

事業活動

CO2排出量事業活動

2021年度

26,578t-CO2

前年比

101％

2021年度

84,600t-CO2

前年比

99％

エネルギー使用量
2021年度

電気
石油系燃料
LPG
都市ガス

50,594千kwh
71kl
340t

1,192千㎥

鉄道事業部門

開発事業・一般管理部門

電気
石油系燃料
LPG
熱
都市ガス

184,062千kwh
129kl
27t

15,808GJ
67千㎥

電力使用量（千kwh）

2019 202020182016 2017 2021（年度） 2019 202020182016 2017 2021（年度）

197,413 197,716
194,249 193,909 185,382 184,062

150,000

200,000

250,000
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京成電鉄の取り組み事例

アルミ車体のスカイライナー

滑走防止制御装置（ABS）

　ブレーキ時に発生するフラットと呼ばれる車輪の摩耗を低減するとともに、騒音低減、ブレーキ性能を向上させるために滑走防止制
御装置（ABS）の導入を進めています。

車両における取り組み

スカイライナー（左）や3100形（右）等、
VVＶF制御、回生ブレーキに対応しています。

電力

❷回生電力を送る

❸回生電力を
　利用する

❶回生電力が発生する
ブレーキ

回生ブレーキのしくみ 6両編成の車両で1年間走行した場合の比較

548両
88.4％

30両
4.8％

省エネ車両
省エネ車両のうちVVVF制御
回生ブレーキ車両
省エネ車両のうち界磁チョッパ
回生ブレーキ車両
その他の車両

京成電鉄の省エネ車両導入率

42両
6.8％

578両
93.2％

620両

抵 抗 制 御 車

VVVF制御・
回生ブレーキ導入車

消費電力を約60％削減

LED照明

1編成（6両）あたりの1年間の消費電力量

約50％の削減

蛍光灯

電車はモーターの回転数を変化させて速度を調整しています。これをつか
さどる装置が制御装置です。従来型の装置に比べ効率よく制御することが
可能な「VVVF制御」というシステムを搭載し、減速時にモーターで発電した
電力を架線に戻す「回生ブレーキ」を備えた省エネ車両を導入しています。
2019年度より新形式車両3100形の導入を進めています。最新の半導
体を使用したSiC-VVVF制御装置を搭載し、3000形より約15％消費電力
を削減しています。

省エネ車両の導入

　車両へのＬＥＤ照明の導入を進め、全車両の64.8％に設置しています。2021年度
においても、新造した3100形車両16両に導入しました。ＬＥＤ照明を導入することで、従
来の蛍光灯照明に比べ、消費電力を約50％削減することができることに加え、長寿命
化により廃棄物の削減にも寄与し、環境負荷を低減できます。

車両へのLEDの導入

ステンレス車体・アルミ車体

車両が軽くなると、より少ない電力で動かすことができ、かつ騒音・振動も低減されます。
このため、一般車両はステンレス車体への置き換えをはじめ、パンタグラフのシングルアー
ム化など、車両の軽量化を図っています。
また、スカイライナー車両はアルミ車体の採用により、軽量化、省エネ、騒音・振動低減

を図っています。

京成電鉄では、省エネルギーや騒音・振動防止に優れた環境に優しい車両（3100形）を導入しています。
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ロングレール伸縮継ぎ目

ソーラーシステムレール塗液装置

マルチプルタイタンパー

防音車輪

弾性直結マクラギ軌道

防音車輪

　電車がカーブを通過する際に、車輪の振動により発生するきしり音を低減するために、 
振動を吸収する素材（防音リング）が入った防音車輪を導入しています。

鉄道騒音には、鉄橋や高架橋などが発する「構造物音」、車輪とレールの接触により発生する「転動音」、車両から発する「車両音」など
がありますが、線路における環境対策では「転動音」の低減が大きなウェイトを占めています。

線路における取り組み

京成電鉄の取り組み事例

ロングレール

レールにゆがみが生じると発生する騒音も大きくなるので、定期的にレール表面を平らに
する削正作業を行っています。 また、電車がレールの継ぎ目を通過すると「ガタンガタン」と
いう音とともに振動も発生しますが、京成電鉄では1980年代からロングレール化を進め継
ぎ目を減らし、騒音・振動の低減に努めています。（ロングレール敷設率：94.5%（最小曲線
400））

弾性直結マクラギ軌道

　高架橋新設工事にあたっては、振動の低減に効果のある弾性直結マクラギ軌道を
採用しています。

ソーラーシステムレール塗液装置

カーブ通過時の金属振動音（きしり音）を低減するためにレール上に液剤を塗布して
いましたが、従来の足踏み式塗油装置では電車が装置を踏む「カタンカタン」という音と、
塗液に油を利用していたため周辺環境への影響が懸念されていました。このため、ソー
ラーシステムレール塗液装置を導入し、電車の通過をセンサーで認識させるとともに、環
境に優しい水溶性の塗液に変更しています。また、電源供給もソーラーシステムでまかな
い省エネルギーにも貢献しています。

マルチプルタイタンパー

線路は列車が走行するたびに変形し、ゆがみが生じます。線路の砕石は列車荷重
を支えるクッションの役割をしていますが、これが徐々に変形すると、騒音や振動の原
因となる場合があります。そのため、マルチプルタイタンパー等により、砕石をつき固め
て線路のゆがみを整正する保守作業を行っています。この作業は終電車後に行われ
るため、防音壁付きマルチプルタイタンパーを採用し、深夜の線路整備時の騒音低減
を図っています。

空調冷媒の代替フロン化

　車両の空調装置冷却触媒において、オゾン層を破壊するフロンの使用を取りやめ、
代替フロン化を推進しています。



環 境 レ ポ ー ト 2022Environmental Report

08
Keisei Electric Railway Co., LTD

京成電鉄の取り組み事例

シリコン整流器

進相コンデンサ

　電力会社から供給された電力は用途に応じて変換し、電車、駅舎設備、信号設備な
どに使用していますが、この際、電力の損失が発生します。そこで、進相コンデンサを設
置することにより損失を解消し、省エネルギーを実現しています。京成電鉄では18カ所
ある変電設備のうち６カ所に進相コンデンサを導入しています。

純水冷媒

　電車運転に使用する電気を交流から直流に変換するシリコン整流器で用いられて
いる冷却触媒については、機器更新時にフロンを使用しない純水冷媒機器を採用し、
環境に配慮しています。

ＰＣＢの適正管理

　変電所等で使用されてきたＰＣＢ含有設備は、人体に有害であるため、ＰＣＢ特別措
置法及び廃棄物処理法に基づき、気密性の高い倉庫にて保管し適正に無害化・処
理を進めています。

電力設備における取り組み
電力設備における環境への取り組みでは、電力の効率的な利用による省エネルギーと、変電所設備等地球環境への配慮、使用物質の
適正な処理、保管が重要なポイントとなっています。

鉄道周辺施設その他鉄道事業における取り組み
駅舎、橋梁、高架橋、地平部、法面などの鉄道周辺施設等において、騒音や大気汚染への対策、地域の状況に応じた環境保全活動を
行っています。

PCB含有機器

駅施設等へのLEDの導入

　駅のホームやコンコースにおいて、消費電力の少ないLED照明の導入を進めています。2021
年度は京成関屋駅、京成酒々井駅、千葉中央駅の照明等にLED照明を導入しました。また、
行先表示器や、信号灯器、踏切警報灯等の保安設備で使用している電球についてもLED化を
進めています。

太陽光発電システムの設置

　運輸部高砂乗務区（所在地：東京都葛飾区）の施設屋上
に、太陽電池モジュールを84枚並べ稼動させています。最大
約15.0kWの発電容量があり、発電された電気は、京成高砂
駅コンコース等で利用しています。
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京成電鉄の取り組み事例

不動産販売業における取り組み
不動産販売業では、お住まいいただく方はもちろん、環境にも配慮した省エネルギー住宅を供給しています。

低VOC塗装の京成本線江戸川橋梁

低ＶＯＣ塗料

　大気汚染防止法の施行により工場におけるVOC塗料の規制が実施されています
が、京成電鉄では対象外である屋外塗装工事（橋梁等）においても自主的に低VOC
塗料を使用し、周辺環境への負荷を抑えています。
※VOCとは、揮発性有機化合物のことで、浮遊粒子状物質（SPM）や光化学スモッグの原因となる有害物質です。

不忍池の水質浄化

サングランデ千葉  都賀テラス

不忍池の水質浄化

　1933年の京成上野駅開業以来、地下水を不忍池に放流し、池の水質浄化に貢
献しています（駅改良工事時期を除く）。水質検査を年２回実施し地下水放流による
環境への影響がないことを確認しています。
　なお、放流は地下水をポンプでくみ上げ、公園の高台に作られた小川（忍ぶ川）を経
由して放流するルートと、不忍池へ直接放流するルートがあります。

エコ制服

　鉄道係員の制服に使用されているポリエステル素材を、ペットボトル再生ポリエステ
ルにすることにより、資源の有効活用に取り組んでいます。

ペットボトル・再生ポリエステル素材を
使用した制服

分譲マンションの取り組み

　排熱を再利用する高効率給湯器を採用するなど、省エネ
ルギー住宅の供給に努めています。サングランデ千葉都賀
テラスは更なる高断熱化により、住宅ローン控除において有
利な「省エネ基準適合住宅」となっており、居住性能を向上
させるとともに、エネルギー消費量削減にも寄与する商品企
画を行っています。

その他の取り組み

本社ビル

本社ビルでの取り組み

　京成電鉄本社ビルではLED照明を使用したほか、非常用発電機の導入など防災
への取り組みにも配慮しています。また、これらの取り組みによって「極めて優れた『環
境・社会への配慮』がなされた建物」としてDBJ Green Building認定証が付与されて
おります。
※DBJ Green Building 認証制度とは、日本政策投資銀行が2011年４月から運用する不動産格付け制度です。
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京成電鉄の取り組み事例

余剰カレンダーをＮＰＯ団体へ寄贈　

　本社ビル内で不要となった２０22年用カレンダー・手帳を回収し、ＮＰＯ団体へ寄贈し
ました。寄贈したカレンダー類はバザーで販売され、その売上は同団体の実施する災害
救援活動に役立てられます。また、これによりカレンダー・手帳の廃棄物の削減ができる
とともに、紙資源のリユース（再利用）にもつながっております。

傘レンタルスポットの設置

　上野エリアの博物館や美術館、商業施設などが協力して行う傘のシェアリングサービ
ス「アイカサ」に参加し、レンタルスポットを京成上野駅に設置しています。
　ビニール傘の廃棄減により環境負荷低減につながるほか、上野エリアをより便利に楽
しんでいただけるようになります。

節電の取り組み　　　　　

　本社部門においてノー残業デー、夏期軽装等を実施しています。

余剰カレンダー

リサイクルの推進

　社内から出るゴミを分別し、紙などのリサイクルを行っているほか、使用済みの乗車券
を再利用した社用封筒を作成・使用しています。

グリーンローンによる資金調達

　2022年9月に、環境負荷軽減に資する事業資金を「グリーンローン」で調達しました。
調達した資金は、省エネ車両（3100形）の導入をはじめとしたグリーンプロジェクトに充
当する予定です。

TCFD提言への賛同

　気候変動が企業にもたらすリスク・機会について、投資家をはじめとするステークホルダー
の皆様からの関心が高まっていることも踏まえ、「TCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース）」の提言に賛同し、TCFDの枠組みを踏まえた情報開示※に取り組んでいます。
※詳細は当社ウェブサイト （https://www.keisei.co.jp/keisei/ir/management/governance.html）をご参照ください。

雨水の利用

　本社ビル、京成曳舟駅では、雨水を浄化し、トイレの排水として再利用しています。

オープン型宅配便ロッカーの設置

　駅構内において宅配便の荷物を受け取ることができるオープン型宅配便ロッカーの
設置を進めており、2022年12月1日現在、32駅に設置しています。宅配便の再配達
削減につながり、CO2排出量の抑制に寄与しています。

傘レンタルスポットの設置

省エネ車両（3100形）

オープン型宅配便ロッカー
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環境対応車両の導入

　京成グループのバス各社では様々な環境対応車両を導入しており、CO₂やSox（硫
黄酸化物）等の環境負荷物質を排出しないゼロエミッションバスとして、東京BRTでは
水素と酸素の化学反応を動力として走行する燃料電池バスを、関東鉄道では電力を
動力として走行する電気バスを導入しております。
　その他、通常のディーゼルエンジンに比べて環境負荷物質の排出量が少ないハイ
ブリッドバスを多数導入しており、京成バスと東京BRTでは、ハイブリッド連節バスを導
入しております。

公共車両優先システムの導入

　京成バスでは、一部路線に、公共車両優先システム（PTPS）を導入しています。こ
のシステムは、バスが通過する際の信号の間隔を調節してバスの信号待ちを減らすも
ので、警察や自治体などの協力で生まれました。これにより、信号待ちによる交通渋滞
の緩和を図ることができるようになるほか、信号待ちの発進・停止回数が減少すること
で、燃費の向上が期待できます。

環境に配慮した素材のベンチの導入

　京成バスでは、環境に配慮した素材のベンチを停留所に設置しています。このベン
チは、廃材料の木片とプラスチックペレットを混合したリサイクル材となっています。

太陽光発電システムの導入

　京成バスでは、営業所屋上やバス停留所に太陽光発電システムを設置し、営業所
諸施設やバス停留所の電光表示機能などに使用する電力の一部をまかなっていま
す。

バス及びタクシーにおける取り組み

京成バス ハイブリッド連節バス

環境に配慮した素材のベンチ

太陽光発電システム

関東鉄道  電気バス

東京BRT  燃料電池バス

グループ各社の取り組み事例
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環境に優しい経営の推進

　帝都自動車交通では、環境に優しい経営を推進させる為、2004年12月よりグリー
ン経営認証を取得し、地球温暖化対策や省エネ対策、廃棄物削減及び適正処理対
策等に取り組んでいます。なお、2014年１２月に認証取得１０年を迎え、永年登録事
業者表彰を受賞しています。
　また、帝都グループの帝都日新交通、帝都葛飾交通、帝都三信交通についても、
グリーン経営認証を取得しています。

エネルギーナビゲーションシステム

　コミュニティー京成が運営する温浴施設では、適性な水道光熱資源の使用がなされるよう、専用の計測システム「エネルギーナ
ビゲーションシステム」を導入し、省エネルギーに努めています。

食品・トレイリサイクル

　京成ストアでは、食品廃棄物や食品トレーを廃棄せずリサイクルし、資源として活かす活動を行っています。

　水戸京成百貨店では、重ね包装や過剰包装を控えるために、お中元・お歳暮等に帯状の包装紙を使用しています。

エコ包装

　水戸京成百貨店では、NPO法人「フードバンク茨城」の「きずなBOX」を館内に設置することで、お客様から寄付いただいた食
品を児童養護施設等に無償で届ける活動を支援しています。また、コミュニティー京成が運営する「ファミリーマート京成八幡駅前
店」では、「ファミマフードドライブ」を実施し、ご家庭にある食べきれない食品を市川市を通じて支援が必要な方に提供しています。

食品ロス問題への対応

流通業における取り組み

グリーン経営認証

グループ各社の取り組み事例

LPGハイブリッドシステム搭載JPN TAXI

エコドライブの推進

　京成グループのバス・タクシー各社では、アイドリングストップ等のエコドライブを
推進し、燃料使用量の削減に努めています。

LPGハイブリッドシステム搭載「JPN TAXI」の導入

　京成グループのタクシー各社では、環境性能に優れた「ＪＰＮ ＴＡＸＩ」の導入を進
めており、2022年8月末日現在、935台を導入しています。
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ISO14001の認証取得

京成グループ省エネキャンペーン月間

　京成グループ全体で、毎夏「京成グループ省エネキャンペーン期間」を定め、省エネの
啓蒙活動を行うことで、省エネ意識の高揚と浸透を図っています。

大規模太陽光発電所

　京成ソーラーパワーでは、京成線ちはら台駅北側に「ちはら台太陽光発電所」を設置
し、発電を行っています。この発電所には4,800枚の太陽電池パネルが設置され、総出
力1,224kwで発電しており、地球温暖化などの環境負荷低減対策に貢献しています。

その他の取り組み

グループ各社の取り組み事例

大規模太陽光発電所

充電式ＬＥＤライトの活用

啓蒙ポスター

　下記のグループ会社において、環境マネジメントシステムのISO14001を認証取得
しています。
●京成自動車工業（2005年8月取得） ●京成電設工業（2005年12月取得）
●京成建設（2006年2月取得） ●京成ビルサービス（2008年12月取得）

プラットウォール

充電式ＬＥＤライトの活用

　京成建設では、工事現場において充電式ＬＥＤライトを活用しています。配線の手間
が不要で、消費電力も少ない上、発電機と違い騒音・排ガス防止にもなります。

防音パネルの設置

　京成建設では、夜間作業が発生する際、防音パネル及びシートを使用し、騒音低減
対策をした上で作業を行っています。また、直近では遮音性に優れたプラットウォールを
使用し、周辺環境への配慮に努めております。

貨客混載

　京成電鉄では、CO2排出量の削減と、食品ロスの削減の貢献に向けて、規格外野
菜を含む千葉県産の農産物を鉄道による貨客混載で輸送し活用する取り組みを実施
しております。輸送した野菜は、成田空港内でイウォレ京成が運営する和食レストラン
「京成友膳」で提供しております。
　また、関東鉄道では水戸京成百貨店の商品を「TMライナー」で輸送しているほか、
京成バス、千葉交通、ちばシティバスでは、鮮魚を高速バスで輸送する「貨客混載バ
ス」を運行し、CO2排出量削減に寄与しています。 千葉県産野菜


