
　子どものころから通っているお店です。大きな

パン粉を使った衣で、食感はサクサク。中でも

一口カツは、衣のサクサク感がいちばん感じられます。お肉をしっ

かりと食べたいなら、ロースカツがおすすめ。脂身に甘みがあって、

とてもおいしくいただけます。じっくりと揚げ、油をしっかりと切るので、

テーブルに出てくるまでに少し時間がかかりますが、ソース用の胡

麻をすりながら楽しみに待ちましょう！

住  千葉県松戸市樋野口 608-1 
TEL 047-361-0814
営   11：30〜14：00
     17：00〜21：00（LO20：30）
休   水曜日・第2火曜日

とんかつ三太

※価格は税込。2018年9月の情報です。

最寄りのバス停　松04・05・11 他　「松戸営業所」

　「とんかつ三太」の人気メニューは、ロースカツ定食とヒレ
カツの単品。食パンを手で大きめに裂いてパン粉として使用
しているため、サクサク食感が楽しめます。とんかつソース
は辛口と甘口の2種類が用意され、ソースメーカーと開発し
た甘口ソースは、どろっと濃厚でおすすめ。昭和47年にオー
プンしてから多くのお客さんに愛され、親子三代で来店され
るご家族もいらっしゃるほどの人気店です。

食目9

大きなパン粉で、衣がサクサク！
甘口ソースがおすすめです

松戸営業所 運転士
冨岡 雅之

まかないから
生まれた食べ方
ソース用半熟卵
100円

店長 
高橋さん

新宿の三太で
修行した先代から、
お店を引き継ぎました！

店内で買える
三太オリジナル
濃厚甘口ソース
500円

クセがなくやわらかな舌触り
ヒレカツ（単品）
1,230円

脂の質が良い肉を選んでいます！
ロースカツ（単品）
1,230円
御飯 210円　豆腐汁 230円　御新香  210円

習志野市立第二中学校 千葉県立幕張総合高等学校 千葉県立千葉商業高等学校 SKEWES（スキューズ）

ステージでは、習志野市立第二中学校 吹奏楽部、千葉県立幕張総合高等学校 ダンス部、千葉県立千葉商業高等学校 吹奏楽部、
ふなばしチアリーディングクラブ SKEWES（スキューズ）の皆さんに出演していただきました。
壮快で元気に満ちあふれた、大変素晴らしいステージでした！ 出演していただいた皆さん、本当にありがとうございました！

整備工場見学ツアーではリフトアップした連節バスを見学。
緩んだボルトはどれかな？ 整備士たちは1個も見逃しません！

初公開の安全運転訓練車！ 京成バスの安全を支える数々の最新設備が車内に搭載されています。
新人運転士たちは厳しい研修を乗り越えてプロになっていくんです。

連節バスの中から洗車見学！
大迫力の洗車機にみんな大興奮でした。

京成グループの名車が大集結！ 「シャトル☆
セブン」の方向幕に早くもサンタが登場！？

神戸・大阪、奈良方面まで運行する夜行高速バス「Ｋ★スター・ライナー」。
天井のプラネタリウムで、心が癒やされます･･･zzz…。

寝ている場合ではありません！ 次は２階建て高速バス「ダブルデッカー」だ！
２階席からの景色は迫力満点。普段は「有楽町シャトル」で運行しています。

吹奏
楽部

整備工場見学ツアー

「K★スター・ライナー」試乗会

安全運転訓練車公開

「ダブルデッカー」試乗会

天井のプラネタリウム

点検ハンマー体験 安全運転訓練車の車内

2階席からの眺望

連節バスの洗車機体験

車両展示

ダン
ス部

吹奏
楽部 チア

リー
ディン

グ

京成バスの営業開始15周年を記念して、10月20日(土)に幕張メッセ国際展示場８番ホールで『お客様感謝フェスティバル』を開催しました。
当日は約5,500名のお客様にご来場いただき、大盛況のイベントとなりました。今回はイベントの様子をレポートします！

開催
レポート
開催
レポート

京成バス 検索詳しくは
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京成バス15年の歩み

これからも京成バスはお客様の安心と笑顔を乗せて、地域の皆様とともに走り続けてまいります。

京成バスは、お客様や地域の皆様に支えられ、おかげさまで2018年10月に「営業開始15周年」を迎えることができました。
今回は京成バスが営業を開始した2003年10月からの「15年の歩み」をダイジェストでご紹介します。

2003 2010 2016

2017

2018

2013

2012

2014

2011

2012

2008

2007

2009

2004

2005

2006

2007

10月1日 京成電鉄（株）から自動車事業を引き継ぎ、京成バス（株）として
営業を開始

4月1日 貸切センターを「船橋高速貸切センター」に名称変更 2月19日 船橋営業所新都心幕張線で「連節バス」を代替
※愛称：シーガル幕張

7月3日 成田空港にLCC就航
『東京～成田空港線/東京シャトル』運行開始

12月26日 船橋高速貸切センターを茜浜へ移転し、
名称を新習志野高速営業所に改称

12月23日 新都心営業所習志野出張所開設
船橋営業所花輪車庫、長沼営業所花見川車庫を廃止

9月1日 八千代市コミュニティバス運行開始

8月21日 新都心営業所開設

4月8日 成田空港第３ターミナル開業、高速バス乗り入れ開始

3月1日 交通系ICカード『金額式定期券』発売開始（東京都内）

8月16日 リフト付き高速バス導入（バリアフリー実証運行開始）

10月31日 『大崎～成田空港線（成田シャトル）』運行開始

1月31日 台東区循環バス『ぐるーりめぐりん』運行開始

3月31日 高速バス全車両に通訳アプリ『SMILE CALL』を導入完了

9月18日 環七シャトルバス『シャトル☆セブン』の専用車両を代替

12月16日 『稲毛～成田空港線』運行開始

3月29日 ２階建て高速バス『ダブルデッカー』運行開始

3月29日 高速バス専用予約サイト『京成BUSチケ』サービス開始

4月4日 『東京シャトル』お客様600万人達成

6月2日 東京外かく環状道路（三郷南IC ～高谷JCT）開通

9月1日 『新松戸・松戸～羽田空港線』運行開始

12月16日 『東京駅鍛冶橋駐車場～成田空港/有楽町シャトル』運行開始

1月15日 高速バス全車両に6ヶ国語対応の無料Wi-Fiサービスを導入完了

9月17日 本社を東京都墨田区押上から千葉県市川市八幡に移転

12月17日 『イオンモール幕張新都心線』、『イオンモール周遊線』運行開始

3月23日 交通系ICカードの全国相互利用サービス開始

10月18日 夜行高速バス『Ｋ★スター・ライナー』運行開始

7月23日 東京駅前に総合案内待合施設『京成高速バスラウンジ』開設

2月19日 京成幕張本郷駅改札付近にバス案内表示板を設置

10月21日 羽田空港国際線ターミナルへの乗り入れ開始

10月18日 マイタウン・ダイレクトバス『東京～ユーカリが丘線』運行開始

9月16日 マイタウン・ダイレクトバス『東京～千城台線』運行開始

8月1日 ノーカー・アシスト優待証（免許返納者割引証）発行開始

7月31日 バス共通カード利用終了

7月17日 ボランティアバス『東京下町 七ヶ浜応援隊』開催

4月15日 深夜急行バス『東京～葛西・奥戸線』運行開始

3月19日 緊急支援高速バス『仙台～上野・千葉』を運行

4月8日 マイタウン・ダイレクトバス『東京～千葉市ベイエリア線』 
運行開始

3月20日 墨田区内循環バス運行開始

3月11日 東日本大震災発生

3月1日 江戸川営業所のバスにドライブレコーダーを初導入
※2012年3月31日、全車両へ導入完了

4月1日 環七シャトルバス『シャトル☆セブン』
（小岩駅・亀有駅～ ｢東京ディズニーリゾート®｣）運行開始

旧・押上本社

『さくら』専用車両（旧）

京成バスナビ

『シャトル☆セブン』専用車両（旧）

連節バス「シーガル幕張」（メルセデス・ベンツ製）

『ぐりーんバス』専用車両

7月18日 『中山・センター南～成田空港線』運行開始

12月17日 交通系ICカード『PASMO』一般路線バスへの導入完了

3月6日 高速バス全車両にAEDの設置完了

3月31日 奥戸営業所・船橋高速貸切センターの全車両にMCA無線を導入
※2010年3月28日、全車両へ導入完了

5月20日 マイタウン・ダイレクトバス
『東京～千葉北IC周辺地区線/ちばきたライナー』運行開始

12月16日 65歳以上75歳未満の高齢者を対象とする全線フリー定期券
｢ゴールド65｣ ｢ダイヤモンド65｣ 発売開始

3月31日 マイタウン・ダイレクトバス
『秋葉原・東京～｢東京ディズニーリゾート®｣・新浦安線』運行開始

3月26日 奥戸営業所・船橋高速貸切センターに、高速バスとして初めて
交通系ICカード｢PASMO｣ を導入

10月1日 『東京～木更津線』運行開始

11月1日 『沼津～成田空港線』運行開始

3月30日 「Fun Boarding」創刊

3月31日 奥戸営業所で高速バスロケーションシステムのサービスを開始

5月1日 『小岩～成田空港線』運行開始

12月1日 『たまプラーザ～｢東京ディズニーリゾート®｣線』運行開始

4月20日 荒川区コミュニティバス『さくら』運行開始

10月1日 市川市コミュニティバス運行開始

11月21日 流山市コミュニティバス『ぐりーんバス』運行開始

11月22日 京成バスシステム（株）へ貸切・特定事業を一部譲渡

10月16日 『川崎～｢東京ディズニーリゾート®｣ 線』運行開始

12月1日 観光バス事業を京成バスシステム（株）へ譲渡

3月18日 交通系ICカード｢PASMO｣ 導入、｢Suica｣ との相互利用開始
※都内、幕張新都心の路線に先行導入、順次サービス拡大

3月31日 バスロケーションシステム『京成バスナビ』サービス開始
※都内の路線に先行導入、順次サービス拡大

2003年に導入したCNGバス

PASMOラッピングバス

高速バスに設置されたAED

PASMO車載器

緊急支援高速バス

ボランティアの様子

京成高速バスラウンジ

新松戸・松戸～羽田空港線 開業記念式典の様子

墨田区内循環バス

無料Wi-Fiサービスの
ロゴマーク 『シャトル☆セブン』 ２代目専用車両

２階建て高速バス
『ダブルデッカー』

高速バス予約専用サイト『京成BUSチケ』

イオンモール幕張新都心ラッピングバス

2015

八幡新本社

『K★スター・ライナー』

『東京～千葉北IC周辺地区線/ちばきたライナー』

4月1日 年間全線通学定期券「CAN・BUS・LIFE」発売開始

5月22日 『東京スカイツリータウン®』開業
『東京スカイツリータウン®～ ｢東京ディズニーリゾート®｣線』
運行開始

東京シャトル 開業記念式典の様子


