
富士山頂にちょうど落日が重なる神秘の現象「ダイヤモンド富士」。人工海浜の長さが日本一の千葉
市では、毎日少しずつ移動すれば、このダイヤモンド富士を「海越しの富士山」として、 約10日間
観賞するチャンスがあります。 千葉Cityベイエリアでとっておきのひとときを。

ダイヤモンド富士とは？
10月は千葉市でみよう！ダイヤモンド富士！
ダイヤモンド富士、当日のお得情報＆イベント
富士山と千葉市の深い関係
印刷用PDF

ダイヤモンド富士とは？ダイヤモンド富士とは？

https://www.chibacity-ta.or.jp/fuji#print
https://www.chibacity-ta.or.jp/


　富士山頂に太陽が重なる！自然が起こす神秘の絶景！
　太陽が富士山頂付近から昇る又は沈む瞬間に、太陽の光
がまるでダイヤモンドのような輝きをみせる自然の光景を
『ダイヤモンド富士』といいます。
　富士山を東または西に見ることができる限られた地域と
時期に、太陽と山頂が重なるわずかな時間に見られる、ま
さに”自然の芸術”です！

10月は千葉市でみよう！ダイヤモンド富士！10月は千葉市でみよう！ダイヤモンド富士！

令和元年10月の観賞のチャンスは14日～23日までの10日間！
観賞時間やポイントをチェックして、ダイヤモンド富士観賞に出掛けよう！
詳しい日程は、下記スポットの情報をご覧ください。
また、千葉シティ5BEACH観光PR大使がダイヤモンド富士情報、周辺店舗・施設・イベント情報を
SNS（Instagram、Twitter）で発信します♪
※今回は「ダイヤモンド富士観賞マップ」の配布はありません。

テッペン！：太陽が山頂に沈む日

コロコロ：太陽が山の斜面を転がる日
左ダイヤ：山の左側に太陽が落ちる日

https://www.instagram.com/chiba_5beach/
https://twitter.com/5beachP
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10月14日(祝)　16：57頃

10月15日(火)　16：56頃

10月16日(水)　16：55頃

住所住所 千葉市中央区川崎町51-1

連絡先連絡先 043-209-3355

千葉市の5つのビーチエリアは、豊かな自然と個性豊かな魅力がいっぱい！それぞれの ビーチで
おススメのダイヤモンド富士観賞スポットをご紹介します。

ハーバーウォーク（フェスティバルウォーク蘇ハーバーウォーク（フェスティバルウォーク蘇
我）我）　　

マップブックで地図を見る▶

Loading map...
ハーバーウォーク（フェスティバルウォーク蘇我）
千葉県千葉市中央区川崎町51-1
043-209-3355

×++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community
|MAPBOOK

"

https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.593305&lng=140.116996&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%98%87%E6%88%91%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/fw_soga
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.593305&lng=140.116996&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%98%87%E6%88%91%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.593305&lng=140.116996&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%98%87%E6%88%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.593305&lng=140.116996&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%98%87%E6%88%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.593305&lng=140.116996&name=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E8%98%87%E6%88%91%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/
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10月15日(火)　16:57頃

10月16日(水)　16:55頃

10月17日(木)　16:54頃

住所住所 千葉市中央区中央港1丁目

連絡先連絡先 043-241-0125

千葉ポートタワー千葉ポートタワー　（4階展望室）　（4階展望室）

マップブックで地図を見る▶

Loading map...
千葉ポートタワー（4階展望室）
千葉県千葉市中央区中央港1丁目
043-241-0125

×
++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community |MAPBOOK

"

https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.600413&lng=140.097878&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%884%E9%9A%8E%E5%B1%95%E6%9C%9B%E5%AE%A4%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/chiba-porttower
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.600413&lng=140.097878&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%884%E9%9A%8E%E5%B1%95%E6%9C%9B%E5%AE%A4%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.600413&lng=140.097878&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%884%E9%9A%8E%E5%B1%95%E6%9C%9B%E5%AE%A4%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.600413&lng=140.097878&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%884%E9%9A%8E%E5%B1%95%E6%9C%9B%E5%AE%A4%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.600413&lng=140.097878&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC%EF%BC%884%E9%9A%8E%E5%B1%95%E6%9C%9B%E5%AE%A4%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/
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10月16日(水)　16:54頃

10月17日(木)　16:55頃

10月18日(金)　16:53頃

住所住所 千葉市中央区中央港1-20-1

備考備考 ケーズハーバー2階のテラスから富士山が
比較的よく見えます。

44

千葉みなと旅客船ターミナル・ケーズハーバー千葉みなと旅客船ターミナル・ケーズハーバー

マップブックで地図を見る▶

アクアリンクちばアクアリンクちば　（1階レストラン前）　（1階レストラン前）

Loading map...
PIER-01
千葉市中央区中央港1-20-1ケーズハーバー1F
043-243-5100

×
++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community |MAPBOOK

"

https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.603611&lng=140.099166&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%A8%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC&zoom=14#cat_9
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/ks-harbor
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/aquarink-chiba
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.603611&lng=140.099166&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%A8%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.603611&lng=140.099166&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%A8%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.603611&lng=140.099166&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%A8%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.603611&lng=140.099166&name=%E5%8D%83%E8%91%89%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%A8%E6%97%85%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/


10月17日(木)　16：53頃

10月18日(金)　16：53頃

10月19日(土)　16：52頃

住所住所 千葉市美浜区新港224-1

連絡先連絡先 043-204-7283

備考備考 1階レストラン前から富士山が比較的よ
く見えます。

55

マップブックで地図を見る▶

いなげの浜いなげの浜　（ビーチセンター前）　（ビーチセンター前）

Loading map...
アクアリンクちば（1階レストラン前）
千葉県千葉市美浜区新港224-1
043-204-7283

×
++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community |MAPBOOK

"

https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.611158&lng=140.07129&name=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%A1%E3%81%B0%EF%BC%881%E9%9A%8E%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/w023
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.611158&lng=140.07129&name=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%A1%E3%81%B0%EF%BC%881%E9%9A%8E%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.611158&lng=140.07129&name=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%A1%E3%81%B0%EF%BC%881%E9%9A%8E%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.611158&lng=140.07129&name=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%A1%E3%81%B0%EF%BC%881%E9%9A%8E%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.611158&lng=140.07129&name=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%A1%E3%81%B0%EF%BC%881%E9%9A%8E%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/


※「いなげの浜」は、令和元年10月6日（日）にリニ
ューアルオープンします！

10月18日(金)　16：52頃

10月19日(土)　16：52頃

10月20日(日)　16：51頃

住所住所 千葉市美浜区高浜7-2-1

連絡先連絡先 043-279-8440

備考備考 いなげの浜のリニューアル工事に関す
る問い合わせ先：
緑政課
TEL：043-245-5789
FAX：043-245-5885

マップブックで地図を見る▶

Loading map...
いなげの浜（ビーチセンター前）
千葉県千葉市美浜区高浜7-2-1
043-279-8440

×
++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community |MAPBOOK

"

https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.615682&lng=140.06315&name=%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.615682&lng=140.06315&name=%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.615682&lng=140.06315&name=%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.615682&lng=140.06315&name=%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.615682&lng=140.06315&name=%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%89%8D%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/
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10月19日(土)　16：50頃

10月20日(日)　16：50頃

10月21日(月)　16：49頃

住所住所 千葉市美浜区磯辺2-8-1

連絡先連絡先 043-279-1160

検見川の浜　（検見川の浜　（稲毛ヨットハーバー稲毛ヨットハーバー付近）付近）

マップブックで地図を見る▶

Loading map...
検見川の浜　（稲毛ヨットハーバー付近）
千葉県千葉市美浜区磯辺2-8-1
043-279-1160

×
++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community |MAPBOOK

"

https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.624223&lng=140.052741&name=%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%B5%9C%E3%80%80%EF%BC%88%E7%A8%B2%E6%AF%9B%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/yacht_inage
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.624223&lng=140.052741&name=%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%B5%9C%E3%80%80%EF%BC%88%E7%A8%B2%E6%AF%9B%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.624223&lng=140.052741&name=%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%B5%9C%E3%80%80%EF%BC%88%E7%A8%B2%E6%AF%9B%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.624223&lng=140.052741&name=%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%B5%9C%E3%80%80%EF%BC%88%E7%A8%B2%E6%AF%9B%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.624223&lng=140.052741&name=%E6%A4%9C%E8%A6%8B%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%B5%9C%E3%80%80%EF%BC%88%E7%A8%B2%E6%AF%9B%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/


77
10月20日（日）　16：49頃

10月21日（月）　16：49頃

10月22日（火）　16：48頃

住所住所 千葉県千葉市美浜区磯辺8丁目

備考備考 現地までのアクセスは、電車・バス等を
ご利用ください
（JR京葉線海浜幕張駅から徒歩25分）。

88

美浜大橋（中央付近）美浜大橋（中央付近）

マップブックで地図を見る▶

幕張の浜　（幕張の浜　（ZOZOマリンスタジアムZOZOマリンスタジアム付近）付近）

Loading map...

美浜大橋（中央付近）
千葉県千葉市美浜区磯辺8丁目
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https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.6321&lng=140.044432&name=%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E5%A4%A7%E6%A9%8B%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/zozomarinstadium
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.6321&lng=140.044432&name=%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E5%A4%A7%E6%A9%8B%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.6321&lng=140.044432&name=%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E5%A4%A7%E6%A9%8B%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.6321&lng=140.044432&name=%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E5%A4%A7%E6%A9%8B%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.6321&lng=140.044432&name=%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E5%A4%A7%E6%A9%8B%EF%BC%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/


10月21日(月)　16：48頃

10月22日(火)　16：47頃

10月23日(水)　16：46頃

マップブックで地図を見る▶

ダイヤモンド富士　当日のお得情報&イベントダイヤモンド富士　当日のお得情報&イベント

キャンペーン１ 「蘇我」近辺キャンペーン１ 「蘇我」近辺

千葉らぁ麺千葉らぁ麺
合言葉「ダイヤモンド富士」と伝えると、「千葉県産半熟玉子」をプレゼント！合言葉「ダイヤモンド富士」と伝えると、「千葉県産半熟玉子」をプレゼント！

「千葉らぁ麺」（あっさり／こってり／つけ麺／千葉味噌らぁ麺）を注文し、合言葉「ダイヤモンド富士」と伝
えると、「千葉県産半熟玉子」のプレゼントがあります（先着10名）。

Loading map...
幕張の浜（ZOZOマリンスタジアム付近）
千葉県千葉市美浜区美浜
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https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.643661&lng=140.029382&name=%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88ZOZO%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#cat_9
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.643661&lng=140.029382&name=%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88ZOZO%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#close
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.643661&lng=140.029382&name=%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88ZOZO%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.643661&lng=140.029382&name=%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88ZOZO%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
https://mapbooks.org/chiba/bay-area/chiba-city/tourism/guidemap/elmj_01_js.html?lat=35.643661&lng=140.029382&name=%E5%B9%95%E5%BC%B5%E3%81%AE%E6%B5%9C%EF%BC%88ZOZO%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BB%98%E8%BF%91%EF%BC%89&zoom=14#
http://leafletjs.com/
http://www.esri.com/
https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.mapbook.jp/
https://www.mapbook.jp/


店舗名店舗名 千葉らぁ麺

住所住所 千葉市中央区川崎町52-7、アリオ蘇我１F
フードコート内

開催期間開催期間 10月14日（月・祝）～23日（水）
10:00～21:00（LO.20:30）

価格価格 「千葉らぁ麺」680円～※価格変更する可
能性あり

営業時間営業時間 10:00～21:00（LO.20:30）

休業日休業日 年中無休

駐車場駐車場 6,118台（アリオ蘇我駐車場）

問合せ先問合せ先 TEL：043-208-1616

店舗詳細店舗詳細 https://www.chibacity-
ta.or.jp/spots/chiba-ramen

店舗名店舗名 PIER-01

住所住所 千葉市中央区中央港1-20-1、ケーズハー
バー1F

開催期間開催期間 10月1日(火)～10月31日(木)

開催時間開催時間 17:00～23:00

休業日休業日 年中無休

駐車場駐車場 普通車147台

キャンペーン２ 「千葉みなと」近辺キャンペーン２ 「千葉みなと」近辺

PIER-01PIER-01
ディナータイムの料理代10％OFFディナータイムの料理代10％OFF

10月中のディナータイムに「ダイヤモンド富士観賞観賞プロモーションを見た」と伝えると、料理代10％OFFと
なるキャンペーンを開催！

https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/chiba-ramen


問合せ先問合せ先 TEL：043-243-5100

店舗詳細店舗詳細 https://www.chibacity-
ta.or.jp/spots/pier01

店舗名店舗名 ザ・サーフ オーシャンテラス レスト
ラン

住所住所 千葉市美浜区磯辺２-８-３

SNS投稿期間SNS投稿期間 10月14日（月・祝）～10月23日
（水）

特典利用期間特典利用期間 10月14日（月・祝）～10月31日
（木）

営業時間営業時間 平日ランチ11:00～
15:00（LO.14:30）、ディナー
17:00～21:00（LO.20:30）／土日
祝11:00～21:00（LO.20:30）
※ダイヤモンド富士期間は、平日
15:00～17:00も営業。ドリンクの
みの提供

休業日休業日 火曜

駐車場駐車場 普通車48台

キャンペーン３「検見川の浜」近辺キャンペーン３「検見川の浜」近辺

ザ・サーフ オーシャンテラス レストランザ・サーフ オーシャンテラス レストラン
シャトーブリアンステーキ富士山価格、または、スパークリングワイン1本プレシャトーブリアンステーキ富士山価格、または、スパークリングワイン1本プレ

ゼントゼント店内またはテラスで撮影した写真に、#ザサーフオーシャンテラス、#ダイヤモンド富士　を付けてSNS投稿。注
文時に投稿画面をスタッフに提示で、下記AまたはBの特典が受けられます♪
1投稿につき特典を1日1回、期間内は何度でもご利用可能です。
A：千葉産しあわせ絆牛シャトーブリアンステーキ200ｇ通常4,700円→富士山価格2,230円　（※表示はすべて
税別）
B：スパークリングワインまたはイタリア産ノンアルコールスパークリングワインを1本プレゼント※レストラン
で食事をご利用のお客様に限る
※A・Bの併用不可、平日ディナータイムのみ有効

https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/pier01


問合せ先問合せ先 TEL：043-279-4155

店舗詳細店舗詳細 https://www.chibacity-
ta.or.jp/spots/the-surf-ocean-
terrace-restaurant

店名店名 ブリオッシュ ドーレ バ
イ ザ・サーフ オーシャ
ンテラス

住所住所 千葉市美浜区磯辺2-8-3

SNS投稿・特典利用期間SNS投稿・特典利用期間 10月14日（月・祝）～
10月23日（水）

価格価格 フロートン223円（税
別）
※フロートンは、ダイヤ
モンド富士期間限定の特
別メニュー

営業時間営業時間 11:00～18:00

休業日休業日 火曜

駐車場駐車場 普通車48台

問合せ先問合せ先 TEL：043-279-4175

キャンペーン４「検見川の浜」近辺キャンペーン４「検見川の浜」近辺

ブリオッシュ ドーレ バイ ザ・サーフ オーシャンテラスブリオッシュ ドーレ バイ ザ・サーフ オーシャンテラス
期間限定メニュー「フロートン」を富士山価格で！期間限定メニュー「フロートン」を富士山価格で！

期間限定メニュー「フロートン」を撮影し、#ザサーフオーシャンテラス、#ダイヤモンド富士　を付けてSNS投
稿すると、「フロートン」定価580円が223円の富士山価格で購入できます。

イベント１「幕張の浜」近辺イベント１「幕張の浜」近辺

https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/the-surf-ocean-terrace-restaurant


施設名施設名 幕張海浜公園　見浜園（日本庭園）

住所住所 千葉市美浜区ひび野2-116

開催日開催日 10月は定休日なし※茶室貸切の場合はお
休み、他の月の定休日はお問合せください

時間時間 入園8:00～17:00（券売は16:30まで）、
呈茶9:00～16:30（券売は16:00まで）

料金料金 呈茶料600円＋入園料（大人100円、小中
高50円、65歳以上身分証提示で無料）※
市民の日、10月18日(金)は入園料無料※
消費税増税に伴い料金改定の可能性あり

駐車場駐車場 普通車46台

問合せ先問合せ先 公園パークセンターTEL：043-296-
0126

施設詳細施設詳細 https://www.chibacity-
ta.or.jp/spots/mihama-en

幕張海浜公園　見浜園（日本庭園）幕張海浜公園　見浜園（日本庭園）
本格茶室で楽しむ季節の和菓子・抹茶の呈茶セット本格茶室で楽しむ季節の和菓子・抹茶の呈茶セット

美しい日本庭園で癒しのひと時を。 見浜園は池泉回遊式庭園で、山や川、海、林などが表現されており、歩きなが
ら、四季折々に変化する景観の自然美を満喫できます。また京都の北山杉を用いた数寄屋造りの本格的な茶室から、
美しい日本庭園を眺めながら、お抹茶と季節の和菓子のセットをお召し上がりください。

イベント２ 「幕張の浜」近辺イベント２ 「幕張の浜」近辺

幕張海浜公園、Bブロック大芝生広場幕張海浜公園、Bブロック大芝生広場
オータムフェスタ開催！オータムフェスタ開催！

約3ヘクタールの大芝生広場で開催される、木の実の工作教室や木陰のミニコンサート、子ども基地、センニチコウ
の摘み取りなど、親子で芸術の秋を楽しめるイベントです。全国造園フェスティバル2019も同時開催。

https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/mihama-en


会場会場 幕張海浜公園、Bブロック大芝生広場

住所住所 千葉市美浜区ひび野2-116

開催日開催日 10月13日(日)、14日(月・祝)10:30～
15:00

参加費参加費 1工作200円より

備考備考 ※雨天時は一部室内で実施予定（詳細は要
問合せ）

駐車場駐車場 普通車92台（Ｂブロック駐車場）

問合せ先問合せ先 公園パークセンターTEL：043-296-
0126

施設詳細施設詳細 https://www.chibacity-
ta.or.jp/spots/chibakenritsu-
makuharikaihinkouen

マップブックで地図を見る▶

Loading map...

++
--
!

Leaflet | Esri,HERE,DeLorme,USGS,Intermap,INCREMENT P,NRCan,Esri Japan,METI,Esri China(Hong Kong),Esri Korea,Esri(Thailand),MapmyIndia,NGCC, Powerd byEsri|©OpenStreetMap contributors,and the GIS User Community
|MAPBOOK

"
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海岸線から眺める富士山は「海越しの富士山」。
海越しの富士山が臨めるところは、さほど多くないことに
お気づきでしょうか？
千葉市内に広がる長い海岸線は、富士山と海を眺めるには
絶好のスポット。東京からなら、もっとも近い場所のひと
つです。
美しきものは遠くからでも美しいものです♪
距離感だって適度に付かず離れず。ほら、恋人や夫婦だっ
て、ずっとべったりじゃ疲れちゃう。このくらいの距離感
がいいんです。

稲毛浅間神社は、1200年の歴史を誇る古社。霊峰富士山
を仰ぎ祀ることから始まった稲毛浅間神社の社殿は、海を
隔てて富士山に向かって建てられています。また、参道も
富士登山道にならい、三方に設けられています。

稲毛浅間神社
稲毛区稲毛1-15-10
電話　043-272-0001
JR総武線「稲毛」駅より徒歩15分
京成千葉線「京成稲毛」駅より徒歩5分

富士山と千葉市の深い関係富士山と千葉市の深い関係

富士山と千葉市の距離は、直線距離にして約130km。
「だいぶ遠いのに、なぜ千葉市と関係があるの？」とお思いのあなた！
千葉市でも、富士山を見るだけじゃなく「体験」できちゃうんです。

海越しの富士山ならイ “チバ” ン海越しの富士山ならイ “チバ” ン

富士山パワーをもらうならココ！　「富士山パワーをもらうならココ！　「稲毛浅間神社稲毛浅間神社」」

富士山と遠い海の記憶「登戸浦」富士山と遠い海の記憶「登戸浦」

https://www.chibacity-ta.or.jp/spots/inage-sengenjinja


葛飾北斎が富嶽三十六景で描いた「登戸浦」。往時の中央
区登戸（のぶと）の様子を富士山とともに見事に描いてい
ます。登戸浦は、江戸湾のかつての湊。江戸築地に荷揚場
を持ち、年貢米や海産物を房総から江戸に輸送する拠点の
ひとつでした。描かれている鳥居の場所には、現在も登渡
神社という神社が建っています。

登渡神社
中央区登戸3-3-8
京成千葉線「新千葉」駅より徒歩5分


