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東京おかしランド
日本を代表する菓子メーカー3社の
アンテナショップが集結。「ぐりこ･や 
Kitchen」、「カルビープラス」、「森
永のおかしなおかし屋さん」の3店
舗に加えて、イベントスペースでは
さまざまなお菓子メーカーの期間限
定ショップやイベントを開催。地域限
定お菓子や東京おかしランド限定商
品もラインナップしています。

場  東京駅八重洲中央口地下1階
　（東京駅一番街　地下1階）
営  9：00～21：00

写真提供元：
東京ステーション
開発株式会社

和田倉噴水公園
高さ8.5メートルに吹き上げる大噴水
が、都会のオアシスとして私たちを
癒してくれます。夜には噴水がライト
アップされ、日中とは違う幻想的な水
の美しさを感じることができます。

住  東京都千代田区皇居外苑3-1

写真提供元：
環境省皇居外苑
管理事務所

東京駅のすぐ横という立地がら、新幹線を
見下ろせる席が大人気。土曜や日曜ともな
ると、お客さんの8割ほどが子ども連れのご
家族だそうです。ビュッフェスタイルのラン
チは、安心・安全な国産野菜を中心とした食
材を使用。和洋50種類ほどのメニューを楽
しめます。子ども用の食器や椅子が用意さ
れているほか、離乳食の持ち込みもOKなの
で、ご家族でのご利用にオススメです。

ランチビュッフェ
大人 1,700円／小学生 1,050円／4歳～小学生
未満　500円／3歳以下は無料

住  東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル TOKIA 3F　TEL 03-3215-7320
営  11：00～16：00（LO14：30）／17：30～23：00（LO21：00）

葡萄の杜  互談や

東京
キャラクターストリート
キャラクターショップやテレビ局のオ
フィシャルショップなどが、約20店舗
連なる東京キャラクターストリート。日
本人旅行客はもちろん、外国人観光客
など年間260万人以上が訪れる“東京
の新名所”です。イベントスペース「い
ちばんプラザ」では、期間限定のキャ
ラクターショップやイベントを実施し
ています。

場  東京駅八重洲北口地下1階
　（東京駅一番街　地下1階北通り） 
営  10：00～20：30
TEL  03-3210-0077

写真提供元：東京ステーション開発株式会社
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2002年にオープンした丸ビルは、
国内外からセレクトされたショッ
プが充実し、ショッピングのお客
さんで賑わいます。35・36Fには
東京を一望するレストランゾー
ンがあり、くつろぎとおいしさを
ご提供。また、1Fの“マルキュー
ブ”では、多くのイベントが開催
されます。

住  東京都千代田区丸の内2-4-1
営  ショップ
　 平日・土曜　11:00～21:00
　 日曜・祝日　11:00～20:00
　 ※一部店舗は平日7:00より営業
　 レストラン
　 平日・土曜　11:00～23:00
　 日曜・祝日　11:00～22:00
　 ※一部店舗は平日7:30より営業

新丸ビル
“素敵な時間”をコンセプトとして、
2007年4月にオープンした新丸ビ
ル。ファッションから雑貨まで、
100店舗を超えるお店でショッピ
ングを楽しめます。9つの個性豊
かな飲食店が入る7Fの「丸の内ハ
ウス」には、東京駅が見渡せるテラ
スも併設。

住  東京都千代田区丸の内1-5-1
営  ショップ
　 平日・土曜　11:00～21:00
　 日曜・祝日　11:00～20:00
　 ※一部店舗は平日6:45より営業
　 レストラン
　 平日・土曜　11:00～23:00
　 日曜・祝日　11:00～22:00
　 ※一部飲食店は最大28:00まで営業

丸ビル

特長

●目的地まで乗り換えゼロで、楽々移動！
●ゆったりできるリクライニングシート付！
●座席定員制だから、必ず座れる！

1   新浦安地区・「東京ディズニーリゾート®」 ～東京駅〈八重洲口
1番のりば〉・秋葉原駅

 720円

2   千葉北IC周辺地区～東京駅〈八重洲口3番のりば〉・東雲車庫
（ちばきたライナー）

 1,030円
　　 パーク＆バスライド利用可 草野車庫

3   ユーカリが丘・志津・臼井～東京駅〈八重洲口3番のりば〉・
東雲車庫

 東京～ユーカリが丘…1,130円
 東京～川村記念美術館・国立歴史民俗博物館…1,340円

4   成東・八街・御成台・千城台地区～東京駅〈八重洲口3番のりば〉・
東雲車庫

 東京～御成台車庫…1,130円
 東京～八街…1,340円
 東京～成東車庫…1,540円
　　 パーク＆バスライド利用可 御成台車庫  成東車庫

5   幕張メッセ・千葉市ベイエリア～東京駅〈八重洲口3番のり
ば〉・国際展示場駅・東雲車庫

 820円
ICカード（PASMO・Suica等）のご利用で、全区間150円割り引き
※上記の金額は片道運賃（小児半額）
※深夜便は別料金

パーク＆バスライドのご案内

パーク&バスライドとは、お客様専用駐車場のあるバス停まで車で
行き、駐車後に高速バスで目的地に向かうシステムです。ちばきた
ライナーの草野車庫（長沼営業所）、千城台線の御成台車庫（千葉
営業所）、成東車庫（ちばフラワーバス）の3箇所に専用の駐車場を
設置しています。
※草野車庫・御成台車庫は無料、成東車庫は400円／日

ちばきたライナー：京成バス長沼営業所 TEL: 043-257-3333
千城台線          ： 京成バス千葉営業所 TEL: 043-433-3800

ちばフラワーバス 　TEL: 0475-82-2611

駐車場の利用申込

千葉県と東京駅
を結ぶ！

（2017年6月現在）
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住  東京都葛飾区柴又5-10-2 
TEL 03-5876-8203
営   11：30～14：30／17：30～22：00
休   月曜日

めん処 宣

※価格は消費税込み。2017年6月の情報です。

住  東京都葛飾区柴又7-4-11 
TEL 03-6657-8620
営   10：00～18：30（LO18：00）
休   火曜日・水曜日

昭和レトロ喫茶 セピア

最寄りのバス停「柴又帝釈天」からすぐ

※価格は消費税込み。2017年6月の情報です。

「昭和レトロ喫茶 セピア」は古い木造一軒家のお店。店内は昭和

の雑貨や漫画がびっしりとひしめいていて、見ているだけでもお

なかいっぱいになりそう。昭和の雑誌が読み放題、もちろん

BGMは昭和歌謡曲です。

子どものころに食べた味
ナポリタンと
クリームソーダのセット
1,200円

コシのある太麺は
ボリューム満点！
つけ麺
750円

豚骨スープをたっぷりの
和風だしで割ります！
豚骨魚介そば 
あっさり味
600円

鰹だしの香りが
食欲をそそる！
和風ラーメン  
600円

店長 
長谷沢さん

店長 
渡辺さん

食目

バニラアイス添え
アップルパイセット
950円

金町営業所 乗務員
小倉 淳一

店長の渡辺さんは、無添加・着色料不使用のラーメンにこだわり

続け、お店をお一人で切り盛りしています。豚骨魚介そば あっさ

り味は、玉ねぎ・キャベツ・ジャガイモをスープに使用しているの

で甘みがたっぷり。

金町営業所長
岡田 昭夫

最寄りのバス停「柴又小学校」からすぐ


