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京成バス 検索詳しくは
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バス停と系統のご案内

書家・詩人として知られる相田みつをの
作品を展示するギャラリー。相田みつをの
ご子息と親交のあるご主人が、「相田みつ
を美術館」から直接作品を取り寄せてい
ます。また、ご主人自ら筆をとり、メッセー
ジカードの作成や絵手紙教室なども行っ
ています。ギャラリー横には、こだわりの
食パンを販売するベーカリー「ボローニャ
いちかわファクトリー」を併設しています。

菅野六丁目バス停下車
住  千葉県市川市真間1-5-7
TEL 047-324-0404

現代産業科学館
科学の不思議を体験！！

子供から大人まで楽しめる科学館。
「現代産業の歴史」「先端技術への
招待」「創造の広場」という3つの
常設展示室があり、産業に応用さ
れた科学技術を体験的に学べます。

八幡一丁目バス停 または、
市川市コミュニティバス
現代産業科学館・メディア
パークバス停下車

住  千葉県市川市鬼高1-1-3
TEL 047-379-2000

不
し ら ず や わ た の も り

知八幡森
一度入ったら出られない！？

足を踏み入れると出てこられないという伝説が
残る不思議スポット。かつては今より面積が広く、
あの水戸黄門が迷ったともいわれています。

市役所バス停下車
住  千葉県市川市八幡2-8

安政四年（1857年）に
建立された石碑雑誌やTVでも紹介された

大好評のバター
「ピーナツクリーミー（525円）」

千葉ピーナツ本八幡店
健康食にもお土産にもぴったり！

千葉名産の落花生を殻付き・炒り立てで販売。さらに、
なめらかな口あたりで人気のバター「ピーナツクリ
ーミー」やお菓子まで、味と品質にこだわったピー
ナッツ製品を豊富に扱っています。

本八幡駅バス停下車
住  千葉県市川市南八幡4-5-12
TEL 047-393-2255

平田特別緑地保全地区
緑豊かなリフレッシュスポット♪

市川市の木に指定されている
クロマツが豊かに生い繁るエ
リア。市民の散策コースとし
て親しまれています。

京成八幡駅バス停下車
京成線にて菅野駅下車

住  千葉県市川市平田2-23
TEL 047-332-8744

敷地内に鎮座する諏訪神社

ご主人が書いた心温まる
メッセージカード

葛飾八幡宮
武将ゆかりの神社

800年代後半に建立され、源頼朝
や徳川家康など武人の崇敬を集め
たといわれています。本殿横には、
樹齢1200年以上、高さ約22mのイ
チョウがそびえています。

八幡四丁目バス停下車
住  千葉県市川市八幡4-2-1
TEL 047-332-4488（社務所）

国の天然記念物で、
「千本公孫樹」と
称されるイチョウ

高田洋一氏作の
「好奇心の門」を
屋外展示

相田みつを作品を無料で見学！！

相田みつをギャラリーサロン・ド・グランパ
（ボローニャいちかわファクトリー）

軽いスポンジに甘さ
控えめのソースがかかった
「マカデミアナッツ
パンケーキ（980円）」

色とりどりの
産地直送野菜を使用
「バーニャカウダ（1,200円）」

アーバーズカフェ本八幡北口店
パンケーキと国産野菜が自慢！

昨年11月にオープンした、おしゃれなカフェ。看板メニューは、
ハワイのパンケーキ屋で腕をふるったオーナー考案の「マカ
デミアナッツパンケーキ」。ふわふわのスポンジに、マカデミ
アナッツソースがたっぷりかかっています。多彩な野菜を堪能
できる「バーニャカウダ」もオススメ。「静岡や栃木などの農
家から泥のついた状態で仕入れた新鮮な野菜を使っていま
す」と店長自信の一品です。パスタや肉料理などお腹を満た
すメニューも充実しています。

本八幡駅バス停下車
住  千葉県市川市八幡2-13-16しなだや2F
TEL 047-302-3055

約5時間も
煮込んだ柔らかな
「スペアリブ（890円）」

国産卵と精製水で作った「京都祇園
ボローニャデニッシュパン（3斤サイズ・
1本1,365円）」は、ほのかに甘くて食
感しっとり

バス停名 停車するバスの系統

本八幡駅 本11～15、本31～33、　　　
本36、本71、本72、市63

京成八幡駅
八幡四丁目

本11～15、本31～33、　　　
本36、本72、市63

市役所
八幡一丁目 本71

菅野六丁目 市41～45、市61～63、松51

お問合せ…京成バス新都心営業所  TEL: 047-453-1581

「イオンモール幕張新都心」への
お出かけには便利なバスを

ご利用ください。

消費税率引上げに伴う
路線バスの運賃改定申請のお知らせ

昨年12月、「イオンモール幕張新都心」のオープンに合わ
せ、近隣の鉄道駅から施設に乗り入れる路線バスの運行を
開始しました。イオンモール幕張新都心へお出かけの際は、
京成バスをどうぞご利用ください。

《主な運行ルート》

津田沼駅～京成津田沼駅～新習志野駅～
イオンモール幕張新都心

幕張新都心周遊バス
（イオンモール幕張新都心～周辺ホテル）

海浜幕張駅～イオンモール幕張新都心/
海浜幕張駅～イオンモール幕張新都心～
新習志野駅

幕張本郷駅～イオンモール幕張新都心

連節バスも
走っているよ!

昨年、京成バス本社が
市川市八幡に移転しました。
そこで今号は、本八幡駅周辺を中心に、
市川エリアの人気スポットをご紹介します。

京成バスで
行く

見

て
、食
べて、大満足！
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お客様感謝
フェスティバル

 江戸川（営）のバスにドライブレコーダーを初導入
  東日本大震災（3月11日）に伴う緊急支援高速バス 

（仙台～上野・千葉）の運行実施
 深夜急行バス（東京～葛西・奥戸）運行開始
  松戸（営）東初石線（流山おおたかの森駅～初石駅～江戸川台駅）、 

西初石線（流山おおたかの森駅～流山郵便局前～江戸川台駅）、 
三輪野山線（流山おおたかの森駅～平和台駅～流山おおたかの森駅）運行開始

 ボランティアバス（東京下町 七ヶ浜応援隊）催行開始
 金町（営）慈恵医大青戸病院線（慈恵医大青戸病院～京成青砥駅）運行開始
 浜松町バスターミナルにバスチケット発券カウンターを開設

 3月 1日
 3月19日

 4月15日
 4月25日

 7月17日
 8月 1日
 9月 1日

平成23年（2011年）

平成15年の営業開始から現在に至るまでの
歴史を一挙にご紹介します。

  京成電鉄（株）から自動車事業の 
営業を引き継ぎ営業を開始

  高速バス（東京～木更津）運行開始
 高速バス（沼津～成田空港）運行開始

10月 1日

10月 1日
11月 1日

平成15年（2003年）

  奥戸（営）で京成高速バスロケーション 
システムの運用を開始

 高速バス（小岩～成田空港）運行開始
 高速バス（たまプラーザ～TDR）運行開始

 3月31日

 5月 1日
12月 1日

平成16年（2004年）

  金町（営）荒川区コミュニティバス「さくら」 
運行開始（平成20年10月31日「汐入さくら」、 
平成24年11月1日「町屋さくら」運行開始）

  金町（営）八潮戸ヶ崎線 
（八潮駅～戸ヶ崎操車場～八潮駅）運行開始

 市川（営）市川市コミュニティバス運行開始
  松戸（営）流山ぐりーんバス運行開始 

（平成22年3月1日 野々下ルート運行開始）
  京成バスシステム（株）へ 

貸切・特定事業を一部譲渡

 4月20日

 8月24日

10月 1日
11月21日

11月22日

平成17年（2005年）

 高速バス（千葉～館山・白浜）運行開始
  長沼（営）北部循環線（スポーツセンター～いきいきプラザ）運行開始
  江戸川（営）臨海病院線（葛西駅～東京臨海病院）運行開始
  江戸川（営）区役所線（篠崎駅～江戸川区役所）運行開始
  高速バス（川崎～TDR）運行開始
  観光バス事業を京成バスシステムへ譲渡

 2月10日
 4月24日
 6月 1日
 7月19日
10月16日
12月 1日

平成18年（2006年）

  高速バス（港北NT（中山駅・センター南駅）～ 
成田空港）運行開始

  船橋（営）コロンブスシティ線（幕張本郷駅～ 
海浜幕張駅）運行開始

  金町（営）水元公園循環線（金町駅～ 
水元大橋・噴水広場～金町駅）運行開始

 一般路線バス ICカードシステム導入完了

 7月18日

 9月 1日

10月25日

12月17日

平成20年（2008年）

 高速バス全車両にAEDを設置
  高速バスとして初めて、 

奥戸（営）・船橋高速貸切センター 
高速バスにICカードシステム導入

  マイタウンダイレクトバスの先駆けとなる、 
高速バス（秋葉原・東京～TDR・新浦安）運行開始

 奥戸（営）・船橋高速貸切センター全車両に無線導入
 長沼（営）実籾線（実籾駅～八千代台駅）運行開始
 マイタウンダイレクトバス（東京～千葉北）運行開始
  65歳以上75歳未満高齢者用全線フリー定期券 

（ゴールド65・ダイヤモンド65）発売開始

 3月 6日
 3月26日

 3月31日

 3月31日
 5月 1日
 5月20日
12月16日

平成21年（2009年）

  船橋（営）新都心幕張線で「連節バス」を代替 
【愛称：シーガル幕張】京成幕張本郷駅改札付近に 
バス案内表示板設置

 MCA無線を全車両へ導入完了
 高速バス（市川～羽田空港）運行開始
 バス共通カード利用終了
 ノーカー・アシスト優待証（免許返納者割引証）の発行開始
 マイタウンダイレクトバス（東京～千城台）運行開始
 マイタウンダイレクトバス（東京～ユーカリが丘）運行開始
 羽田空港国際線ターミナルへの高速バス乗り入れを開始
  環状七号線 鹿本中～葛西臨海公園駅交差点で信号を制御する事で 

バスを優先的に通行させるシステム（PTPS）の運用を開始
 船橋（営）田喜野井線（津田沼駅～三山一丁目～津田沼駅）実証運行を開始

 2月19日

 3月28日
 7月16日
 7月31日
 8月 1日
9月16日
10月18日
10月21日
10月31日

12月13日

平成22年（2010年）

  奥戸（営）墨田区内循環バス運行開始
 ドライブレコーダー全車導入完了
 マイタウンダイレクトバス（東京～千葉市ベイエリア）運行開始
 高速バス（東京スカイツリータウン～TDR）運行開始
  江戸川（営）新タワー線（新小岩駅東北広場～ 

東京スカイツリータウン～浅草寿町）運行開始
 LCC対応高速バス【東京シャトル】（東京～成田空港）運行開始
 新都心（営）開設
 長沼（営）八千代市コミュニティバス運行開始
  新都心（営）習志野出張所開設 

（船橋（営）、長沼（営）花見川車庫の廃止）
  船橋高速貸切センターを茜浜へ移転の上、 

名称を新習志野高速営業所に改称

 3月20日
 3月31日
 4月 8日
 5月22日
 5月28日

 7月 3日
 8月21日
 9月 1日
12月23日

12月26日

平成24年（2012年）

  都内・幕張地区の路線に 
おいてICカードシステム 
「PASMO」導入、 
「Suica」との相互利用開始

 高速バス（藤沢～成田空港）運行開始
  江戸川（営）・金町（営）でバスロケーションシステム

（京成バスナビ）を運用開始
  貸切センターを船橋高速貸切センターに名称変更 

江戸川（営）環七シャトルバス【シャトル☆セブン】
（小岩・亀有～TDR）運行開始

 船橋（営）習志野市コミュニティバス運行開始

 3月18日

 3月22日
 3月31日

 4月 1日

11月29日

平成19年（2007年）

 交通系ICカードの全国相互利用サービス開始
  金町（営）北千住線（北千住駅東口～柳原病院・ 

東京未来大学・南千住駅東口）運行開始
 高速バス（東京～茂原）運行開始
 本社を千葉県市川市に移転

 3月23日
 3月25日

 4月28日
 9月17日

平成25年（2013年）

京成バス10周年記念特集

昨年10月に開催し、大盛況だった「京成バス10周年 
お客様感謝フェスティバル」の模様をレポートします！

●聖徳大学附属女子中学校・高等学校 吹奏楽演奏
●習志野市立第五中学校 吹奏楽演奏
●市川中学校・高等学校 吹奏楽演奏
●沿線のキャラクター達のPR

●京成バス10年の歴史パネル展示
●10周年記念オリジナルグッズ販売
●京成バスオリジナル
　チョロQゲームコーナー
●スカイライナー1/2モデル展示
●BMKビンゴラリー
●京成グループタクシーコーナー

その他のイベント

新色バス誕生！？

バスの塗り絵が

できるコーナー

運転士さんの

帽子をかぶって

「はい、チーズ！！」
一般路線バス、

高速バス、

安全運転訓練車が

大集合！！

カビーの

ふわふわバルーン
は

お子様に大人気！！

バスに関係する

企業がブースを
出展。

グルメ通も
納得の
飲食ブース

ステージイベント
京成バス沿線のご当地キャラクターやマスコットキャラクターが勢揃い！！

会場内
には

多数の
人気

キャラ
クター

が！！

10周年記念新造車 
お披露目・テープカット

来場者数は
約3,000人！！

京 成 バス10年の歩み

記念撮
影コー

ナー

バス車
両展示

企業ブ
ース展

示 飲食ブ
ース

ふわふわぬりえコーナー

年表でふりかえる！！

京 成 バ ス 10 周 年
突撃レポート！！

10
14
（月・祝）

10：00～15：00

平成25年

京成バスはお客様に支えられて、平成25年10月に
10周年を迎えることができました。
今回は当社の10年の歩みと、昨年行われた
10周年記念イベントの模様をダイジェストでお伝えします。
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15

バスとの綱引
き大会

みんなで
力を合わせて
バスを引っ張り
ました！！

夜行高速バス試乗洗車機・バスの整備工場見学ツアー

夜行高速バスの
試乗は予想以上の

人気で、
臨時便も運行！！

10周年を記念して新造さ
れた

カッコイイ高速バスをお
披露目！

電気バス・10周年
記念新造車 試乗会
午前中は電気バス、午後は10周年記念新造車の試乗会を行いました。

電気バス
ならではの
静かな走りを
体感！！

会場内イベント


