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木更津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

イオンモール木更津  
  

ファッション、アウトドア、グルメなど多様な店舗を有する大型ショッピングモール。買い物だけでなく、地域最大級の映

画館もあり、野外では、フットサルの球技場や、バーベキュー場、サーキット場を有するなど、アウトドアでの遊びを楽し

める。 

  
 

 

所在地・開催地 〒292-0835 千葉県木更津市築地 1-4  

アクセス 

港より車で 3 分（2.3km） 

周遊個人：日東交通 イオンモール木更津線 イオンモー
ル木更津下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 
イオンモール木更津ホームページ 
http://kisarazu-aeonmall.com/ 

お問合せ【イオンモール木更津】 

電話番号: 0438-30-2600   

 

 

三井アウトレットパーク木更津  
  

全 308 店舗が並ぶ、首都圏最大規模のアウトレットモール。国内外のファッションブランドや、スポーツ、アウトドア、雑

貨店など充実のラインナップの他、グルメでは約 1,200 席の大型フードコートで、地元の人気店を含む様々な店舗の味を楽

しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒292-0009 千葉県木更津市金田東 3-1-1 

アクセス 

港より車で 15 分(11km) 

周遊個人：小湊鉄道 三井アウトレットパーク木更津～木

更津 三井アウトレットパーク 3 番のりば 下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 
三井アウトレットパーク木更津 
http://www.31op.com/kisarazu/ 

お問合せ【三井アウトレットパーク 木更津】 

電話番号: 0438-38-6100  

ホームページ: http://www.31op.com/kisarazu/ 

  

中の島大橋  
  

中の島大橋は、高さ 27 メートル・長さ 236 メートルという日本一高い歩道橋です。夕暮れ時には、富士山を背景にロマン

ティックな雰囲気に包まれることから、「恋人の聖地」に選定されています。橋の袂にはタヌキのカップル像があり、横の

ラブフェンスには、お互いの愛を誓い合う南京錠が付けられます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒292-0839 千葉県木更津市中の島 

アクセス 
徒歩：木更津駅から 10 分（800m） 

港より車で 5 分(3km) 

 
季節 通年 

関連リンク 
木更津市ホームページ 
http://www.city.kisarazu.lg.jp/ 

お問合せ【木更津市 経済部 観光振興課】 

電話番号: 0438-23-8459 E-mail: kankou@city.kisarazu.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.kisarazu.lg.jp/ 

 

 

http://www.31op.com/kisarazu/
http://www.city.kisarazu.lg.jp/
http://www.city.kisarazu.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@35.366029,139.908478,17z
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木更津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

木更津港まつり  
  

「木更津港まつり」は毎年 8 月 14 日、15 日に行われ、市内最大の祭りとして、多くの見物客が訪れます。8 月 14 日は、「や

っさいもっさい」踊りが催されます。15 日は、木更津港内港にて花火大会が催されます。日暮れとともにおよそ 15,000 発

の花火が夜空に打ち上げられ、木更津ならではの風情を見せてくれます。 

  
 

 

所在地・開催地 千葉県木更津市富士見 

アクセス 徒歩：木更津駅から１分(100m) 

季節 夏 毎年 8 月 14 日、15 日              

関連リンク 
木更津市ホームページ 
http://www.city.kisarazu.lg.jp/ 

お問合せ【木更津市 経済部 観光振興課】 

電話番号: 0438-23-8459 E-mail: kankou@city.kisarazu.lg.jp 

ホームページ: http://www.city.kisarazu.lg.jp/ 

 

 

 

 

 

海苔すき体験  
   

海苔は、海から採取し専用の器具で「海苔すき」してから乾燥させ、東京湾では、このような伝統的な江戸前海苔づくりが

行われてきました。この手すきによる海苔づくりが体験できるコンテンツとなっており、体験終了後は自分で作った乾燥海

苔をお土産として持ち帰ることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 木更津市中島 4416 番地 

アクセス 港より車で 15 分(10km) 

季節 1 月から 11 月 

関連リンク 
木更津市観光協会 
http://www.kisarazu.gr.jp 

お問合せ【木更津市観光協会 DMO 推進事業部】 

電話番号: 0438-38-5575 E-mail: kisa-kan@kisarazu.gr.jp 

ホームページ: http://www.kisarazu.gr.jp 

 

 

 

 

 

 

簀立て遊び  
  

「簀立て」は沖合いの海中に簀を立て、満潮時に網に入った魚を捕らえるといった大正時代から伝わる伝統漁法であります。

東京湾の景色を望みながら、貴重な体験ができます。捕った魚は、その場で調理して召し上がっていただくこともできます。 

  
 

 

所在地・開催地 木更津市中島 2050  

アクセス 港より車で 15 分(10km) 

季節 4 月から 8 月 

関連リンク 

網元 つぼや 
http://sudate.web.fc2.com 
すだて 実三丸 
https://jitsusanmaru.grupo.jp 

お問合せ【木更津市観光協会 DMO 推進事業部】 

電話番号: 0438-38-5575 E-mail: kisa-kan@kisarazu.gr.jp 

ホームページ: http://www.kisarazu.gr.jp 

http://www.city.kisarazu.lg.jp/
http://www.city.kisarazu.lg.jp/
http://www.kisarazu.gr.jp/
mailto:kisa-kan@kisarazu.gr.jp
http://www.kisarazu.gr.jp/
http://sudate.web.fc2.com/
https://jitsusanmaru.grupo.jp/
mailto:kisa-kan@kisarazu.gr.jp
http://www.kisarazu.gr.jp/
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木更津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

東京湾アクアライン裏側探検  
  

東京湾を橋と海底トンネルで横断する東京湾アクアラインには、一般にはあまり知られていない建設の工夫や安全確保の仕

掛けがたくさんあります。この探検では、海底トンネル入口からトンネル内の緊急避難通路まで徒歩で潜入します。緊急避

難通路では、普段見ることのできない避難設備などを専属ガイドの解説付きでご覧いただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 東京湾アクアライン 

アクセス 港より車で 15 分(10km) 

季節 通年              

関連リンク 
海ほたる公式サイト 
http://www.umihotaru.com/ 

お問合せ【木更津市観光協会 DMO 推進事業部】 

電話番号: 0438-38-5575 E-mail: kisa-kan@kisarazu.gr.jp 

ホームページ: http://www.kisarazu.gr.jp 

 

 

 

 

 

木更津芸者体験    

木更津市は、江戸時代より、江戸の人々の遊興の地として栄えてきました。それを支えた木更津芸者衆の踊りや遊びは日本

の伝統文化といえます。その芸者のお座敷遊びの楽しさや奥深さに触れることができます。また、普段は入ることができな

い見番と呼ばれる芸者衆の事務所（千葉県で唯一残っている木更津会館）に入ることもできます。 

  
 

 

所在地・開催地 木更津市中央 2-3-4 

アクセス 
徒歩：木更津駅から 7 分(500m) 

港より車で 10 分(4km) 

季節 通年 

関連リンク 
木更津市観光協会 
http://www.kisarazu.gr.jp 
 

お問合せ【木更津市観光協会 DMO 推進事業部】 

電話番号: 0438-38-5575 E-mail: kisa-kan@kisarazu.gr.jp 

ホームページ: http://www.kisarazu.gr.jp 

 

 

 

 

 

 

KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)  
  

30ha の広大な農場を舞台に繰り広げられる、消費や食のあり方を「農業」「食」「アート」の 3 つのコンテンツを軸に提案する、サステナ

ブルファーム＆パーク「KURKKU FIELDS (クルックフィールズ)」。場内で生産される野菜、卵、ミルク、チーズ、ハム・ソーセージ等は、

そのまま販売されるだけでなく、自家製酵母を使った焼きたてのピザやパン、シフォンケーキなどとして場内で味わったり、お土産として

持ち帰ることもできます。収穫体験を始めとする体験プログラムや、アート作品鑑賞、宿泊、BBQ 等もお楽しみいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 木更津市矢那 2503 

アクセス 港より車で 25 分(13km) 

季節 通年 

関連リンク 
KURKKU FIELDS（クルックフィールズ） 
https://kurkkufields.jp 
 

お問合せ【KURKKU FIELDS（クルックフィールズ）】 

電話番号: 0438-53-8776 E-mail: info@kurkku.jp 

ホームページ: https://kurkkufields.jp 

 

http://www.umihotaru.com/
mailto:kisa-kan@kisarazu.gr.jp
http://www.kisarazu.gr.jp/
http://www.kisarazu.gr.jp/
mailto:kisa-kan@kisarazu.gr.jp
http://www.kisarazu.gr.jp/
https://kurkkufields.jp/
https://kurkkufields.jp/

