
新型連節バスのサイズと構造
連節バスは、長さが標準的な路線バス車両の約1.7倍の17.99メートル、幅が2.55メートルあり、
定員数は129人。前後の2つの客室を関節継手でつなぎ、カーブ等にも対応する構造となってお
ります。現在、連節バスを路線として導入している事業者は、国内では当社と神奈川中央交通株
式会社のみで、極めて珍しい存在となっております。

幕張本郷駅～免許センター…320円（片道運賃170円区間）
海浜幕張駅～免許センター…300円（片道運賃160円区間）

免許センター往復割引乗車券を発売中！

バス車内に設置されてい
る、運行情報の案内表示器。

京成幕張本郷駅の改札口近くに設置
されている、バスの発車・乗り場案内。

海浜幕張駅下車徒歩1分の
京成バス案内センター。

幕張本郷駅～免許センター 170円　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
 ～海浜幕張駅 210円　
 ～幕張メッセ 240円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ～マリンスタジアム 250円
海浜幕張駅～幕張メッセ 160円
 ～マリンスタジアム 160円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ～免許センター 160円
※海浜幕張駅～幕張メッセ、海浜幕張駅～マリンスタジアム間は
　現金でご利用の場合、運賃100円となります。

新都心・幕張線（幕01系統）
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平成22年2月19日より、これまでの連節バスに替わり、
新型連節バス10台を順次導入しています。

新型連節バスが走る新都心・幕張線（幕01系統）の沿線には、人気スポットがたくさん。
ショッピング施設やグルメスポット、イベントホールなど、
何でも揃っているので、朝から夜まで楽しい時間を過ごせます。

新型車両導入に伴い、新たなサービスを始めました。

京成幕張本郷駅の改札口を出てすぐの売店近くに、バスの発車時刻及
び乗り場、鉄道の運行情報の案内表示器を設置しました。

京成電鉄千葉線・JR総武線・京葉線・武蔵野線の
発車時刻と運行情報を連節バス車内で案内表示します。

主要停留所ではバスの到着予定時刻を、連節バス車内では目的地に
到着する予定時刻を案内表示します。

お客様の
2名同時乗車を実施1

新サービス

バスロケーションシステム
を導入2

新サービス

鉄道運行情報・
乗り換え情報をお知らせ

3
新サービス

幕張本郷駅にバス発車案内・
乗り場案内を設置

4
新サービス

新型連節バス デビュー！！

※海浜幕張駅 幕張本郷駅方面で、終点の幕張本郷駅までICカードにて、
　お一人でご利用の場合に限ります。

モンテール
2 八潮駅南口下車徒歩２分千葉市花見川区幕張本郷1-3-5大岩ビル2F

043-276-5856 平日 8:30～21:00（L.0. 20:30）、
土 8:30～18:30（L.O. 18:00）、日 10:00～18:30（L.O.18:00） 年中無休（年末年始は除く）

住

営

定

1

24年もの歴史を誇る喫茶店です。「開店時から味を変えていない
オムライスとナポリタン、それにブレンドコーヒーが自信のメニュー
です」と語るのは、オーナーの舘（たて）さん。お店の名前は、ご自
身の名字を使い、自宅のようにお客様にくつろいで欲しいという想
いを込め、舘（やかた）と名付けたそう。お母様と一緒に営まれてお
り、家族経営ならではのアットホームな雰囲気が大きな魅力です。
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START!

GOAL!!

千葉市花見川区幕張本郷6丁目25-20 043-212-8801 10:00～22:00（日曜日・祝日10:00～20:30 ）
月曜日（祝日の場合は翌日） http://www.makuhari-marier.com

住 営

URL定

1

TVや雑誌で紹介されたこともある、幕張では有名な洋菓子
屋さんです。全国の農家から仕入れた素材を使って、季節感
あふれるスイーツを展開。1番人気はボリュームたっぷりのモ
ンブランです。今の時期のイチオシは、ハート型ケーキをク
ローバーの形に組み合わせた「幸せを運ぶハートのクロー
バー」。千葉県産のお芋を使った焼イモ菓子「幕張ポテト」
は、お土産に買って行かれる人も多くいます。

昔ながらの味をまもる
“舘・YAKATA”

極上スイーツがお手頃価格で
楽しめる“プティ・マリエ”

約60ものお店が入った幕張エリアを代
表する商業施設。

多数のショップとレストランが
集結する“プレナ幕張”

家具のバザールや音楽祭など、今季もビッグ
イベントが目白押し。

アジア最大級の規模を誇る、
コンベンション施設“幕張メッセ”

学生から中高年まで、幅広い世代に人気。

食と遊を満喫できる
商業施設“スーク海浜幕張”

人気のセレクトショップやスポーツ
ショップが勢揃い。旬なアイテムをリー
ズナブルにゲットできます。

人気の
アパレルショップが建ち並ぶ
“三井アウトレットパーク幕張”

約67.9haの緑豊かなオアシススポット。

心と体を癒してくれる
“幕張海浜公園”

お買い物や
ランチを楽しんだ後は、
公園ですっきり
リフレッシュ。

｛新型連節バスを利用して、休日を満喫しよう｝

千葉ロッテマリーンズの本拠地
“千葉マリンスタジアム”

 バスのお問い合わせ
 京成バス船橋営業所 
 047-431-4476

（幕01系統）
新都心・幕張線

イベント観覧や野球観戦で、
とっておきの
思い出を作ろう。

珈琲通も大満足の
「ブレンドコーヒー」 。

成田の契約農家で
栽培したさつま芋を使った
「幕張ポテト」。

買い物で疲れたら、
公園でホッと息抜き⋯

潮風を感じながら、のんびりとショッピング

熱い戦いから、

目が離せない！！

しっかり食べて、

いっぱい遊ぼう オシャレもグルメも
思いっきりエンジョイ！！

幕張に来たからには、ココは押さえとかなきゃ

幕張本郷駅下車徒歩4分

幕張本郷駅下車徒歩1分

海浜幕張駅下車徒歩2分 海浜幕張駅下車徒歩4分

海浜幕張駅下車徒歩2分

海浜幕張駅下車徒歩2分

マリンスタジアム下車徒歩1分

幕張メッセ中央下車徒歩1分

バスに乗る前に、
軽めの朝食をとろう。
お土産のチェックも
お忘れなく。

am

pm

pm

pm

新型連節バスに
乗車して、
幕張本郷駅を
出発。

通常の運賃箱に加えて、ICカード専用のタッチ部を設置。現金・バス共
通カード・定期券でご乗車のお客様とICカードでご乗車のお客様の2
名同時乗車を実施し、乗車時間の短縮を図ります。

京成バス往復乗車券
（幕張本郷駅～マリンスタジアム）と
平日ナイター引換券（千葉マリンスタジアム
内野自由席）をセット価格で発売しています。
大人2,500円／中学生1,400円／小人1,200円

3月30日より、
マリーンズチケットを発売！！

編集者の

オススメ

新型連節バスに
乗ろう！！

運賃／
大人片道・小児半額 
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平成２１年１１月２日より、高速バス「浜松町・東京駅～君津線」にてダイヤ改
正を実施しました。この度のダイヤ改正で、東京方面の平日朝６・７・８時台の
君津バスターミナル発の便が１４便から１７便に、君津方面への東京駅発１８
時以降の便が１４便から１９便へと増便され、ますます便利になりました。通勤
にレジャーに、ゆったりと快適に移動できる高速バスをどうぞご利用ください。

高速バス「浜松町・東京駅～君津線」
１１月２日ダイヤ改正！
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〒131-8555　墨田区押上1-10-3
京成バス株式会社 総務部総務課 「お客さまライター」係

●お客さまライター募集の宛先は

※1年（3号分）を任期とし、弊社より「お客さまライター」として委嘱状を発行いたしま
す。※執筆していただいた原稿の著作権は、京成バスに帰属するものとします。なお、
編集の時点で文章などをリライトさせていただくことがございますので、予めご了承くだ
さい。※基本的にボランティアでお願いいたします。なお、取材費として1回の発行に
つき1万円を上限に実費を支給いたします。

京成バスでは当情報誌「Fun Boarding」の取
材・原稿執筆をしてくださる「お客さまライター」
を募集いたします。バスが好きな方、取材・執筆

に興味がある方や写真撮影に自信のある方大歓迎！京成
バス沿線の見所スポットやお店の紹介など、私たちと一緒
に楽しい情報誌を作ってみませんか？お申し込みは、下記
宛先に①住所②氏名③年齢④職業⑤電話番号またはE
メールアドレス⑥誌面で取り上げたい内容（できるだけ具
体的に）をご記入の上、郵送でお送りください。追ってご連
絡いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。

“お客さ
まライタ

ー”

募集！！

お問い合わせ　京成バス奥戸営業所　TEL.03-3691-0935

環七シャトルバス「シャトル☆セブン」
新型車両導入！

平成２２年１月２５日より、環七シャトルバス「シャトル☆セブン」にて４両
の新型車両が導入されました。新しく導入された新型車両は、従来からの
ピンク色のデザインを基調に、側面の文字の色を車両ごとに変えたり、内
装にハイバックシートを取り入れるなどの独自の仕様となっています。

お問い合わせ　京成バス江戸川営業所　TEL.03-3677-5461

マイタウン・ダイレクトバス「ちばきたライナー」
２月１６日ダイヤ改正！

平成２２年２月１６日より、マイタウン・ダイレクトバス「ちばきたライナー（千葉
北ＩＣ周辺地区～東京駅・潮見駅線）」にて、ダイヤ改正を実施しました。この度
のダイヤ改正で、平日の朝夕通期時間帯が増便され、新たに東京駅２４時１５
分発の深夜便も新設されました。また、土・休日の夜の２便は運行ルートがレ
インボーブリッジ経由となり、夜景を楽しみながらご乗車いただけます。

「Ａｒｉｏ亀有循環シャトルバス」
運行開始！

　平成２１年１１月２０日より、葛飾区亀有の大型ショッピングモール「Ario
亀有」から京成線の立石駅、青砥駅入口などを経由して「Ario亀有」に戻る
無料の循環バス「Ario亀有　循環シャトルバス」の運行を開始しました。京
成線と循環シャトルバスを利用して「Ario亀有」にどうぞお出かけください。

お問い合わせ　Ario亀有　TEL.03-3838-4111

お問い合わせ　京成バス長沼営業所　TEL.043-257-3333

http://www.keiseibus.co.jp京成バスの
ホームページはコチラ

［編集・発行］京成バス株式会社総務部総務課 　
〒131-8555東京都墨田区押上1丁目10番3号
TEL.03-3621-2561　FAX.03-3621-2408

京成バス営業部 乗合営業課 03-3621-2419（平日9:30～17:30）

※メールでのお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

（一般路線バスについては）
京成バス営業部 高速営業課 03-3621-2418（平日9:30～17:30）
（高速バスについては）

メールで reception@keiseibus.co.jp

お電話で

●京成バスに関してのお問い合わせは

埼玉県八潮市垳５８
9:00～17:00
土曜・日曜・祝日
http://www.kikusui-do.co.jp

住

URL

営
定

菊水堂
3 大正通り入口下車徒歩８分

日本で初めてポテトチップの大量生産
を始めた工場です。「ポテトチップに合
うジャガイモを厳選し、味付けには余
計なものを一切加えません」と社長さ
ん。沖縄産の塩や瀬戸内海で採れた
海苔を使用。一口食べれば、口の中に
ジャガイモ本来の味わいが広がりま
す。工場横に直売所がありますので、
ぜひどうぞ。

イワコー
4 潮止橋北下車徒歩７分

埼玉県八潮市大瀬184-1 048-998-5502（見学予約申し込み専用）
9:00～17:00(直売所) 日曜・祝日　見学は土曜のみ http://www.iwako.com

住 1

営 定 URL

見るだけでも楽しい消しゴムを創る文具メーカーさん。「消しゴムは何で四角な
のか？面白い形のものや、かわいいものがあってもいい」と社長さん。500種類
以上の消しゴムを生み出し、現在も250種類以上販売しています。人気の工場見
学は、数ヶ月先まで予約でいっぱい。見学するなら今すぐ電話を。

氷川神社
5 潮止橋南下車徒歩1分

1

埼玉県八潮市大瀬1501
048-997-8998 八潮市役所教育総務部文化財保護課文化財保護担当

住

関東地方を中心に演じられる3人1組からなる獅子舞。大瀬の獅子舞
の始まりは、寛文2年(1662年)と伝えられています。毎年7月第1週の土日、神社の祭礼に奉納。
梅雨の時期の祭りなので、雨に見舞われることも多く、通称「どろんこ獅子」とも呼ばれています。

江戸川松戸フラワーライン
7 地蔵前下車徒歩５分

千葉県松戸市古ヶ崎地先
047-366-7359 松戸市役所都市整備本部建設担当部河川清流課

住

1

江戸川の河川敷に広がる花畑。地下に浄化施設があるため、グランドとしての使
用が困難でしたが、市民と行政が手を組んで、松戸市の名所に成長させました。
4月にはレンゲ、9月にはコスモスが咲き乱れ、その時期に合わせてお祭りが開催
されます。

モンテール
2 八潮駅南口下車徒歩２分

埼玉県八潮市大瀬634 10:00～18:00 年中無休（年始除く）　
0120-46-8823 http://www.monteur.co.jp

住 営 定

1 URL

八潮駅前にあるお菓子メーカーの工場直売店です。新鮮な
材料を手に入れるため、牛乳と卵の産地近くで稼働。保存料・合成着色料を使ってい
ない製品は、スーパーでもお馴染みです。人気のシュークリームには、手間をおしま
ず、銅釜で炊いたカスタードを使用。焼き菓子など通販限定商品も揃っています。

アトリエダーシャ
6 天王橋通り下車徒歩１分

埼玉県三郷市戸ヶ崎3-108-1 048-969-4228 7:00～19:00 年中無休（年末年始は除く）住 営 定1

お客様第一をモットーに、作りたてにこだわるパン屋
さん。広々としたイートインコーナーでは、無料のコーヒー
やアツアツのパンを味わえます。手作りの具がたっぷり入ったカレーパン
やピロシキが大人気。天然酵母を使ったパン、子供たちが喜ぶパンダやコアラのパン
と種類も豊富です。水元公園バス停前には、水元店もあります。

松戸八
潮線（松

05系統
）

営

バスの
お問い

合わせ

京成バ
ス松戸

営業所
 047-3

62-12
55

1

松05系統
営
バスのお問い合わせ
京成バス松戸営業所 047-362-12551

3

6 7

4

5

平成泉橋・垳川親水通り
1 八潮駅南口下車徒歩16分

東京都足立区神明3-13番地先
048-996-3742 八潮市役所都市デザイン部都市デザイン課公園緑地係

住
1

六木水の森公園そばに架かる橋。中央部からは30分毎に5分程度の放水があります。
この水は、垳川から汲み上げられ、公園の地下で浄化されたものです。川を綺麗にす
るというのが本来の役割ですが、その美しさは来訪者に癒しをもたらしてくれます。

12

焼き立ての
パンはいかが

日本初の
大量生産の

ポテトチップ工場

ユニークな
消しゴムが
いっぱい

ウォーター
カーテン

松戸駅～八潮駅南口
八潮駅前へ
ダイレクトアクセス

松戸駅から八潮駅までの○○kmを２２分で結ぶ松戸八潮線は、交通が不便な三郷市戸ヶ崎地区から、
松戸駅に向かう地域住民の足として活躍。昨年の9月1日からは、八潮駅南口への乗り入れを開始。
都心へ直結のつくばエクスプレスにもスムーズにアクセスします。
地域の人だけが知る、秘密のスポットをこっそりご紹介します。

八潮駅前へダイレクトアクセス
松戸駅から八潮駅までの7.5kmを結ぶ松戸八潮線は、
交通が不便な三郷市戸ヶ崎地区から、
松戸駅に向かう地域住民の足として活躍。
昨年の9月1日からは、八潮駅南口への乗り入れを開始。
都心へ直結のつくばエクスプレスにもスムーズにアクセスします。
地域の人だけが知る、秘密のスポットをこっそりご紹介します。
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紹介していただいたお客様　池貝 昭典さん（葛飾区在住）
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