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秋号
Vol. 22

ぶらり、沿線

読者限定の特典付き！

たまごが主役！ オムライス特集

この秋もおすすめ！

ふなばしアンデルセン公園

読者プレゼント

抽選で素敵な
賞品が当たります！

ぶらり Vol.21

八千代緑が丘駅
古民家カフェのふわとろオムライス

沿線

髙津珈琲
築約100年の農家を改築した、落ち着いた佇まい
の古民家カフェ。こちらでは2種類のオムライス
左：トマトソースオムライス（800円）、
右：オムライス（700円）は、ともにタマゴ
サラダ付き。
※価格は2019年8月時点のもので、変わる場合が
あります。

が楽しめます。
「トマトソースオムライス」は、と

今回は、みんなが好きな定番グルメ、オムライスをピックアップ。人気のふわとろ系から薄焼き卵の王道まで、見た目も味も
個性豊かなオムライスが揃いました。さぁ、あなた好みのひと皿を見つけに行きませんか。

ろける卵の食感と、自家製トマトソースのすっき
りとした酸味が合わさって、上品で軽やかな味わ

東海神駅

い。ケチャップをかけた「オムライス」は、お好み
で卵をかためにもできます。和モダンのおしゃれ

卵のふわふわ感は、まさに職人技

な雰囲気の中で、ゆったり味わってみては？

hygge

ヒュッゲ

特典 本誌持参で、オムライスをご注文の方にミニ
シフォンケーキをサービス。

ランチのオムライスセットが人気です。こちらのオム
ライスは、ケチャップライスにオムレツをのせた独特

読者プレゼントあり→6P

のスタイルです。ポイントは、店長の小濱さんが職人技
で作る、ふわっふわのオムレツ。そのとろけるような卵

八千代市高津527-1
●八千代緑が丘駅から高津団
地・高津川経由八千代台駅
行 き バ ス「高 津 団 地 入 口」
下車、徒歩すぐ
営 9:00 〜 18:00
（L.O.17:30）
定休日 月曜・火曜
☎ 050-3708-0255

サンドイッチや
シフォンケーキも
人気です

店長の
江野澤さん

八千代緑が丘駅
イオンモール

296

タイヤ館

の食感と、繊細な味付けのケチャップライスが、口の中
サイゼリヤ

で絶妙なハーモニーを奏でます。見た目の美しさも大
好評で、SNSに写真をあげるお客さまも多いそう。

高津小鳥の森

特典 本誌持参で、オムライスをご注文の方に100円引き
サービス。

リブレ京成
スシロー

バス停

バス停のすぐ近くにあります。

『きらきら眼鏡』上映記念キラキラ
オムライス(ランチセット)1,250円。
スープ、サラダ、ドリンク付き。

半生オムレツでは
ない
そのまま召し上がっ ので広げず、
てくださいね！

読者プレゼントあり→6P

T4

東海神駅
イトーヨーカドー

東海神駅

船橋市本町4-42-4 2Ｆ
●東海神駅 T4 から徒歩12分
営 ランチ 11:30 〜 15:00
ディナー 18:00 〜 24:00頃
（食事はL.O.23:00）
定休日 月曜
☎ 047-426-0089

ほっと和む、懐かしいおいしさ
りゅう ほう はん てん

龍鳳飯店

船橋のオムライスといえば真っ先に
名前があがる人気の居酒屋さんです。

地元船橋で30年以上、愛され続けている中華飯

店長の小濱さん（右）とスタッフさん

東武
百貨店

船橋駅

FACE
京成船橋駅

ダイソー

店です。オムライスは、かために焼かれた卵で
チキンライスを包んだ、まさに王道の一品。鶏
ライスが食欲をそそります。がっつり食べたい

具だくさんがうれしい、贅沢なひと皿

男性も大満足のボリューム感と、コスパの良さ

レストラン

も魅力的。昔ながらの懐かしいオムライスを食
べたくなったら、ぜひこちらへ。

東海神駅

佐藤精肉店

船橋市本町7-14−11
●東海神駅 T4 から徒歩4分
営 平日11:00 〜 14:00、
17:00 〜 23:00
土曜・日曜・祝日
11:00 〜 23:00
定休日 火曜
☎ 047-423-2154

二葉
京葉
熱帯魚

お店
特典 マークの
うれ

2

は

本誌持参で
ス付き！
しいサービ

ラ･ローズ

自家農園で採れた有機野菜やハーブを使った料理が自
慢のガーデンレストラン。季節限定の「森のきのこのオ

卵もたっぷり、食べ応えの
あ る オ ム ラ イ ス（980円）
はスープ付き。

T4

京成バラ園にある緑と花に
囲まれたレストラン。

八千代緑が丘駅

肉のコクが効いたしっかりした味わいのチキン

ムライス」は、カボチャやレンコンなど野菜がたっぷり
で、卵が隠れてしまうほど。デミグラスソースは重すぎ
ずマイルドな風味で、卵や具材の味を引き立てていま

奥：シーフードカレーのオムライス、
手前：森のきのこのオムライス
（各1,900円）
。
ミニサラダ、
コーヒー
または紅茶付き。

す。タイと欧風のカレーをミックスしたソースが絶品
な「シーフードカレーのオムライス」もおすすめです。
タンメンやチャーハン
も 人 気。船 橋 の ご 当 地
グルメのソースラーメン
もあります。

※1冊につきお一人様1回限り有効（ご提示の際、右の
枠内にチェックをさせていただきます）
。
※有効期間：2019年10月8日（火）
〜12月31日（火）
※他のサービスとの併用はできません。
※コピー不可。

特典 本誌持参で、オムライスをご注文の方にバラの
ジェラートをサービス。

特典
hygge

チェック欄！

レストラン
ラ･ローズ

髙津珈琲

※年末年始の営業日時については、各店にお問合せください。 ※価格はすべて税込です。

八千代市大和田新田755
京成バラ園内
●八千代緑が丘駅から徒歩15分
営 10:00 〜 20:00
（L.O.19:30）
定休日 無休
☎ 047-459-6388

アパホテル

ハーブをふんだ
んに
使ったお料理、
ぜひ食べに来て
ください

季節の杜 京成バラ園
公園
入口

八千代緑が丘駅
スポーツの
イオン 杜公園
モール

遊歩道

副料理長の志賀さん
（中 央）と シ ェ フ の
みなさん

1

ワンパク王国ゾーン

森のアスレチックでアクティブに！

冒険気分でアスレ
チックが 楽しめる
複合遊具
「じゅえむ
タワー」
。

秋の楽しさ盛りだくさん！

ふなばしアンデルセン公園へ
大人気のおでかけスポット、ふなばしアンデルセン公園。
「秋も遊びに行く予定！」という方も多いのでは？
そこで、公園スタッフの中村さんに、この時季ならではの見どころや楽しみ方を教えていただきました。
ふなばしアンデルセン公園は︑﹁ワン
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※価格はすべて税込です。

園内 MAP

自然体験ゾーン

「アンデルセン公園」
バス停

ワンパク王国ゾーン
じゅえむタワー

（臨時）
東ゲート

ワンパク城
西ゲート

秋のおすすめ、
ご紹介します！

サービスセンター

森の
アスレチック

森の
アスレチック

ボートハウス

花の城ゾーン

太陽の池
子ども美術館

キッズ
公園名は、船橋市の ガーデン

スタッフの中村さん。
園内の花や植物の管理
などを担当。

姉妹都市・デンマー
ク王国オーデンセ市
出 身 の 童 話 作 家、
H.C. ア ン デ ル セ ン
が由来です。

アトリエ
風車

南ゲート

子ども美術館ゾーン
メルヘンの丘ゾーン

季節の彩りにこころ癒されます！

キッズガーデン

花の城ゾーンの「キッズガーデン」は、3 歳児まで
の小さなお子さんが遊べるエリア。授乳室を備えた
レストハウスもあり、
ママも安心して過ごせますよ。

「太陽の池」を染める紅葉のグラデーション。
ボートに乗ってのんびり楽しんでみては。

広々とした授乳室。
オムツ替えベッド
は 8 台あります。

一般 900 円 / 高校生
（生徒証を提示）
600 円
小・中学生 200 円 / 幼児（4 歳以上）100 円
https://www.park-funabashi.or.jp/and

読者プレゼントあり→6P

北ゲート

メルヘンの丘ゾーン

※祝日、春・夏・冬休み期間は開園

●イベント情報は本誌裏表紙のイベントカレンダー
でチェック！

館﹂﹁自然 体 験﹂﹁花の城﹂
の ５ つの ゾ ー

HP

パク王国﹂﹁メルヘンの丘﹂﹁子ども美術

入園料

ンがあり︑
バラエティ豊かな楽しみ方

休園日 月曜

ができるのが特長です︒
季節ごとに変

047-457-6627
開園 9:30 〜 16:00
時間 ※10 月 31 日までの土曜・日曜・祝日は 17:00 まで

電話

小さなお子さん＆ママにうれしい！

わる花々や自然の景色も当園の魅力︒

所在地 船橋市金堀町 525
●北習志野駅から船橋新京成バス小室駅行き乗車
「アンデルセン公園」下車、またはセコメディック
病院行き乗車
「豊富農協前」
下車

花の城ゾーン

すコスモスや︑
太 陽の 池 で は 紅 葉の 美

ふなばしアンデルセン公園

この時季は︑
メルヘンの丘を埋めつく

DATA

しいグラデーションが楽しめます︒

●その他のアトリエでも多彩なプログラムが楽しめます。
詳しくは公園ホームページをご覧ください。
お問合せ 子ども美術館 TEL:047-457-6661

100 人規模のワーク
ショップ室。好きな
材料を選んで自由に
創作できます。

ちと︑
自然の中で体をいっぱい動かし

・ハロウィンキャンドル 開催中〜10/31（木）
400 円〜
・トゥインクルスノードーム 11/ 1（金）〜12/ 1（日） 600 円
・クリスマスキャンドル 12/ 3（火）〜12/25（水） 600 円

﹁森のアスレチック﹂
︒
ご家 族 やお友 だ

ワークショップ室では
こんなプログラムが！

て︑スポーツの秋 を満喫してみては

人気の
織のアトリ
本格的な エには、
はたおり機
も！

また︑
ワンパク王国ゾーンにはミニ

アートの秋！アトリエで創作体験を

ど遊びのコーナーがいっぱい︒
な かで

子ども美術館ゾーン

いかがでしょうか︒

子 ど も 美 術 館 ゾ ー ン に は︑ワ ー ク

など全８つのアトリエがあり︑
各アトリ

ショップ室と陶芸・版画・織・染・食・木

しています︒
材料や道具もすべて用意さ

エではさまざまなプログラムを毎日実施

れているので︑
気 に な る プロ グ ラ ム が あ

きますよ
︵参加費は１回４００円〜︶
︒

れば︑
その場で受付をして︑
すぐに参加で

が
プログラム
ほとんどの 、いつでも
」で
「予約なし ます
加
参 でき

パタ ー ゴルフ や 動 物 ふ れ あ い 広 場 な

自然を活かした
「森のアスレチック」
。
初心者や子ども向けの
「ファミリーコース」
、
上級者も楽しめる
「力だめしの森コース」
など 4 つのコースが楽しめます。

もおすすめは︑
日本有数の規模を誇る

ワンパク王国のシン
ボル、
「ワンパク城」
には、
長さ 50m を一
気に滑り降りるロー
ラースライダーも。

寒い日も安心、
室内プレイルーム。

ク
は、ワンパ
授乳室 のサービス
ン
王国ゾー ありますよ
も
に
センター

ボートハウスのテラス
からの眺めもおすすめ。
名物アンデルセンドッ
グ
（480 円）
をお供に。
コスモスまつりを開催
（〜10 月 31 日
（木）
）
。
約 20 種類 10 万株のコスモスが園内を彩ります。
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i TOYO INFORMATION
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A

髙津珈琲
髙津珈琲ロースト

アンケート

名様

東葉高速鉄道
駅名キーホルダー
※駅名は選べません

「東葉家族車両基地まつり」は、普段、鉄道関係者しか立ち入ることが
できない車両基地を一般公開し、電車に親しんでもらうイベントです。
11 回目となる今回も、毎年大人気の車両機器の見学コーナーや「動
物ふれあい広場」をはじめ、電車の運転室で車掌さんのお仕事を体験で
きる「車掌体験」など、大人から子どもまで楽しめるさまざまな企画を
ご用意しています。
年に一度のビッグイベント「東葉家族車両基地まつり」に、ぜひお越
しください。

名様

ふなばしアンデルセン公園
ペア入園券

開催日時

【有効期限：2020 年 3 月末】

〒102-0085
東京都千代田区六番町 2-14
東越六番町ビル 4 階
（株）TAD コーポレーション東京支社内
「プチトリ」プレゼント係

宛先
宛先

①ご希望の賞品（A〜E より 1 点）
②｢プチトリ｣へのご感想、取り上げて
ほしいこと
③｢プチトリ｣を手に入れた場所
④沿線のおすすめスポットがあれば
教えてください
⑤沿線のおすすめイベントがあれば
教えてください
⑥郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号
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D

名様

ふなばしアンデルセン公園
北欧のキャラクター
ラスムスクルンプの
畳縁小物入れ

（hygge 共同開発商品）
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3

C

名様

PAKUCI SISTERS
パクチーペースト

（自家焙煎珈琲豆）
1 袋 250g 引換券

E

2

B

名様

01「第 11 回 東葉家族車両基地まつり」を開催します
楽しい企画が盛りだくさん！

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で素敵な賞品をプレゼント！
引換券 マークの賞品は、店舗でのお受け取りとなります。

開催場所
入場料
お問合せ

応募の締切日は 12月 12日
（木）当日消印有効
※当選者の発表は、賞品または賞品引換券の発送をもってかえさせて
いただきます。なお、 引換券 マークのついた賞品は店舗でのお受け
取りとなり、発送はいたしませんのでご了承ください。
※ご応募いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的で使用す
ることは一切ございません。個人情報保護のため、責任を持って管
理いたします。ただし、プレゼントを直送する際は、発送者に個人情
報を開示する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※アンケートでお寄せいただいた感想・ご意見等を
「プチトリ」誌面で
ご紹介させていただく場合がございます。

2019 年 11 月 3 日（日・祝）
10：30 〜 15：30（入場は 15：00 まで）
東葉高速鉄道 車両基地
※八千代緑が丘駅から徒歩 15 分

無料
東葉高速鉄道株式会社 総務部企画課
TEL.047-458-0018（平日 9:00 〜 17:30）
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.toyokosoku.co.jp/

八千代緑が丘駅から会場までの案内図
会場入口

アパホテル

八千代緑が丘

読者の皆さまの声をご紹介します。

成田空港

TR
09

制服姿で記念写真！

東葉高速鉄道各駅（西船橋駅を除く）で、ご自慢の商品を販売しませんか。
駅構内の指定の場所を、物品販売や商品PR などの販売促進にご利用いただけ
ます。どうぞ、お気軽にお問合せください。
使用日数

1 日から利用可能

使用時間

10：00 〜 22：00 の間のご希望の時間

使用範囲

5 ㎡以内
・出店に必要な机などの貸し出しは、原則として行っておりません。

ご注意
勝田台

京成本線

とうようかつただい

東葉高速線

2分

東葉勝田台

2 分 TR
08

むらかみ

TR
07

村上

船橋

新橋

品川

新京成線

TR 3 分
06

やちよちゅうおう

TR 2 分
05

至東葉勝田台

02 東葉高速鉄道駅構内で臨時売店を出店できます

マーク」をかけたものです。

八千代中央

やちよみどりがおか

2分

八千代緑が丘

TR
04

京成津田沼

TR 2 分
03

ふなばしにちだいまえ

きたならしの

はさま

TR 4 分
02

徒歩10 分

JR 京葉線

北習志野

飯山満

ひがしかいじん

舞浜

TR 3 分
01

東海神

にしふなばし

西船橋

門前仲町

茅場町

日本橋

東京

渋谷

九段下

大手町

飯田橋

新宿

JR 総武線

船橋日大前

上野

東京メトロ東西線

東葉高速線

物品販売や商品 PR にご利用ください！

●誌面はホームページでもご覧いただけます。 URL：http://www.toyokosoku.co.jp/

JR 山手線
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」とは、プチトリップ（小旅行）と、鳥をイメージした東葉高速鉄道の社紋「

池袋

中野

高田馬場

誌名の「

→

イオンモール八千代緑が丘

●東葉サマーコンサート情報が良かったです。学祭などのイベ
（船橋市 T さん）
ント情報も今後欲しいです。
●21 号、今までで１番好きです ! まず表紙がかわいい。社員さ
んのおすすめスポットも知らない店ばかりで「穴場」を知れ
た気分です♪（鎌ケ谷市 N さん）
●創刊５周年おめでとうございます！ 東葉高速線沿線に、おい
しそうなかわいいお店、レストランがこんなにあるなんて目
（船橋市 K さん）
からうろこでした。

保線用モーターカー試乗は
大人にも大好評。

→

ロータリー

●5 周年記念号とても良かったです。友だちにすすめたいお店
（八千代市 N さん）
がたくさんありました。
●千葉ジェッツふなばしの情報をもっと載せてほしいです。富
樫選手の大ファンなので、今回のプチトリは大切に保管しま
す。新アリーナ楽しみです !!（八千代市 I さん）
●ひんやりスイーツ大集合がとても面白かったです。小さな子
どもも楽しめる小さな公園や動物とふれあえる場所が知りた
（船橋市 M さん）
いです。

車両の床下も
見学できます。

→

読者プレゼント！

・現地で調理をして販売（試食提供）することはできません。

船橋日大前駅東口での出店例

・扱う商品や販売内容によってはご希望に添えない場合があります。
・出店料金など、その他詳細についてはお問合せください。

臨時売店出店に関する
お問合せ先

東葉高速鉄道株式会社 総務部開発営業課
TEL.047-458-0027（平日 9：00 〜 17：30）
5

東葉高速線
おでかけナビ

10 11 12

東葉沿線イベントカレンダー

月

月

開催中〜11月24日（日）

10月11日（金）
〜11月17日（日）

戦争の記憶〜太平洋戦争と八千代・房総〜

京成バラ園 オータムフェア 2019
〜ときめく艶めくロイヤルローズガーデン〜

ロイヤル（世界各国の王室）にちなんだ
バラにスポットをあて、専門家による
ガイドツアー、展示会、ミニコンサート、
インスタフォトコンなどを開催。
会場 京成バラ園
交通 八千代緑が丘駅下車…徒歩 15 分
電話 047-459-0106 京成バラ園ローズショップ

国民服や湯たんぽ、千人針、出征幟など、太
平洋戦争中の生活道具や出征者の持ち物
を中心に展示。八千代・房総の戦時中の様
相を紹介します。

Vol.22

会場 八千代市立郷土博物館
交通 村上駅下車…徒歩 10 分
電話 047-484-9011

入場料：無料

2019 年 10 月 8 日発行

10月12日（土）
〜11月13日（水）

ART×CAFE 2019

魅力いろいろかくれんぼ いしかわこうじの絵本展

八千代まちなか珈琲の香るアートラリー

千葉県出身の絵本作家いしかわこうじ
氏。子どもたちに人気の仕掛け絵本『ど
うぶついろいろかくれんぼ』など、ユニー
クな作品世界を紹介します。

八千代市内の 7 つの喫茶店と 7 人の地元
アート作家がコラボ。店内展示や限定メ
ニューが楽しめます。各店を巡りスタン
プを集めると素敵なプレゼントも。

発行：東葉高速鉄道株式会社 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘１ -1120-3
TEL.047-458-0018（平日 9：00〜17：30） http://www.toyokosoku.co.jp/
制作：株式会社 メトロ アド エージェンシー

会場 cafe hiyori ／cafe picnic／コーヒーの木

写真提供：ポプラ社
入場料：無料

※詳しくはホームページで

https://artxcafe.com

問合せメール sac@gollista.jp 実行委員会 担当：林 美蘭（リン ミラン）

11月6日（水）
・13日（水）
・27日（水）

11月10日（日）

縄文大学「縄文人の食」

第 52 回

船橋市農水産祭

地元船橋産の新鮮な野菜や果物、花、水産
物等の即売を実施。また、マグロ解体ショー
や模擬セリ、模擬店などイベント満載です。
入場料：無料

※申込み受付は 10 月16 日（水）から船橋市飛ノ台史跡公園博物館で。
各回の講演者、講演内容等のお問合せも同館へ。

会場 船橋市民文化創造館（きららホール） 交通 東海神駅下車…徒歩 10 分
電話 047-495-1325 船橋市飛ノ台史跡公園博物館

11月30日（土）
〜12月15日（日）

八千代市内の7つのパン屋さんと県立八
千代高校家政科の3年生がコラボし、オ
リジナルパンを考案。期間中、各店で限
定販売されます。

会場 船橋市地方卸売市場

入場料：無料

交通 東海神駅下車…徒歩 15 分
電話 047-436-2494 船橋市農水産祭実行委員会事務局（船橋市農水産課）

人形劇団ひとみ座 リア王（KING LEAR）
〜四大悲劇の最高峰、嵐に立ち向かうリアの狂気〜

期間限定オリジナルパン（イメージ）

ラ・セン・デ・レーヴ ベル / リヨン SUDA コッペ館 / 石窯ベーカリー
会場 サンブレッタ八千代店 / ピーターパン 小麦の丘店 / ヨークマート
八千代台店 / ヨークマート勝田台店 / リヨン SUDA ちらすと
電話 047-483-1771 八千代産学官共同ネットワーク（八千代商工会議所）

ふなばしアンデルセン公園

※天候等によりイベント内容を変更する場合が
あります。

12月7日（土）

やちパンプロジェクト

毎週末、楽しいイベントを開催中！

限定メニュー（イメージ）
※12 月12日（木）
〜17日（火）は
オーエンス八千代市民ギャラ
リーでもアート作品を展示

cafe-imoan ／特選珈琲／髙津珈琲／花＆カフェ三原園／

会場 船橋市西図書館 2 階ギャラリー
交通 西船橋駅下車…徒歩 5 分
電話 047-431-4385

第3回

入 場 料：大 人1,000円、
シニア（65歳以上）700
円、小・中学生200円

10月26日（土）
〜11月24日（日）

西図書館ギャラリー展示

縄文時代に人は何をどう調理して食べて
いたのだろう？「縄文人の食」をテーマ
に、大学から招いた考古学の研究者がわ
かりやすく解説する講演会です。

月

人形だからこそ描ける壮絶な人間ドラマ
が眼前に。現代を生きる私たちに「命の
尊厳」を問うシェイクスピア不朽の名作
を上演。
会場 船橋市民文化ホール
交通 東海神駅下車…徒歩 17 分
電話 047-434-5555

入場料：一般3,000円、高校生以下
1,000円、ペア5,400円

北習志野駅から船橋新京成バス 小室駅行き乗車、
「アンデルセン公園」下車
セコメディック病院行き乗車、
「豊富農協前」下車
電話 047-457-6627
※毎週末のイベント、および休園日についてはお問合せください。
交通

開催中〜 10月31日(木)

コスモスまつり・ハロウィン装飾

次号は 2020 年 1 月 8 日
発行の予定です。

園内が約20種類10万株のコスモスとハロウィン装飾で彩られます。
600㎡・約2万株の コスモスめいろ も出現。
※10 月27日(日)は市民無料開放デー

12月1日(日) 〜 25日(水) ユールイベント
園内各所にクリスマス装飾が施され、心踊る華やかなムードを演出。
関連イベントも多数開催されます。

12月21日(土)・22日(日) 17時〜 20時 クリスマス夜間開放
約10万球の電飾で風車や噴水がライトアップされ、幻想的なメルヘン
の丘が出現します。
※当日の夜間入園料金及び駐車料金は無料
掲載情報は2019年9月時点のものです。開催の内容や日時などは変更になる場合があります。

「子ども美術館」での展示
開催中〜 11 月 4 日 ( 月・振替休日 )

オーデンセ市姉妹都市提携30周年記念 特別企画展

30のアーティストが贈る
THE アンデルセン展
30組の現代アーティストの
手によって、館全体が現
代版アンデルセン童話集
に一変する特別な企画展。

表紙協力：hygge 撮影：鈴木隆志

