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《今回の日本一》

・総走行距離

2014年4月に、東北新幹線を走る「E5系はやぶさ」のミニトレインが新登場。



長さ2.1kmで総走行距離日本一！
県立蓮沼海浜公園内を走るミニトレインは

〔参考〕 ●国内にある主なミニトレイン・ミニSLの走行距離

　千葉県立蓮沼海浜公園は、日本屈指の砂浜海岸が続く九十九里浜から
もすぐ近く。その敷地は海岸に面して全長4km、面積は40万㎡にも及ぶ
緑豊かな都市公園として親しまれています。園内には、宿泊施設の蓮沼
ガーデンハウスマリーノや大規模な蓮沼ウォーターガーデン、展望塔、テニス
コート、さらにパークゴルフ場やローラースケート場などもあり、自然と融
合した一大アミューズメント施設は年間を通じてたくさんの来場者を動員
しています。
　なかでもミニ遊園地としてさまざまなアトラクションがある「こどものひ
ろば」には、総走行距離が2.1kmで、その長さが日本一というミニトレイン
が走っています。園内に敷かれた7.5インチゲージ（軌間※19.05cm）の
専用線路には、現在5種類のミニトレインが走行していて、子供たちはもと
より、鉄道ファンや愛好家の方々にも注目されるミニトレインの聖地として
その名を知られています。

《千葉県》
・佐倉草ぶえの丘　ミニ鉄道　1周1.1km（佐倉市）
・千葉こどもの国キッズダム　キッズダムトレイン　
　　　　　　　　　　　　　1周約500m（市原市）
・成田ゆめ牧場　まきば線　1周450m（成田市）
・行徳駅前公園　市川蒸気鉄道　1周約210m（市川市）
・栗山近隣公園　ミニSL　1周160m（成田市）

《全　国》
・西平畑公園　お山のポッポ鉄道　片道550m往復
（1.1km）（神奈川県足柄上郡松田町）
・白馬ミニトレインパーク　森林ミニ鉄道　
総走行距離  1km（長野県北安曇郡白馬村）
・白い恋人パーク　白い恋人鉄道　弁慶号
総走行距離   約750m（北海道札幌市）
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ガソリンエンジンで力強く走る「北斗星」は、蓮沼海浜公園で一番長い期間活躍しているミニ機関車です。

※軌間（きかん）は、鉄道やミニトレインの線路を構成する左右のレールの間隔のことで、ゲージ（gauge）ともいう。
　レールには幅があるため、レール頭部の内側の最短距離と規定されています。

▲新緑の中を走るSLタイプ（ブルー）

芝生の公園の中を　
走る「新幹線」

▲

　千葉県立蓮沼海浜公園
●入園料・駐車場／無料
●アトラクションの営業／土・日・祝日、春・夏・冬休み・GW期間　
　　　　　　　　　　　※雨天休園
●開園時間／ 4月～10月　午前10時～午後5時
　　　　　　11月～3月　午前10時～午後4時
〔アトラクションの料金〕
●ミニトレイン／お一人さま(1才以上）　1周… 410円（税込）
●得々チケット／ 1枚…………………………1,100円（税込）
　※指定された乗り物から4つを選んで楽しめます。
●遊び放題！フリーパス／お一人さま　1日……2,000円（税込）
●遠足プラン／保育園・幼稚園・小学生の団体が対象
　※くわしくは、オフィシャルWebサイトをご覧ください。
　　http://kodomonohiroba.hasunuma.co.jp

●お問い合わせ／こどものひろば（公園管理事務所）
 　　　　　　　 山武市蓮沼ホ368-1　TEL.0475-86-3171
　



インタビューインタビュー

定期検査や毎回の安全点検で
快適で楽しい走行をお約束！

千葉県レクリエーション都市開発（株）
蓮沼海浜公園運営課　
上 田 　 麻 由 さん

　蓮沼海浜公園内の「こ
どものひろば」にはたく
さんのアトラクションが
ありますが、ミニトレイン
が登場したのは今から
15年ぐらい前だと思い
ます。総走行距離が日本
一ということで、お子さ
まのいるご家族連れはも
ちろん、大人の鉄道ファ
ンの方にも県内外からお
越しいただいています。

　2011年3月11日の震災では、津波によって線路
や、トレインが走り抜ける美しい防風林が被害を受
けました。私たちも相当にショックでしたが、ミニトレ
インファンの皆さんのためにも1日も早く元の姿に
したいと総出で復旧を行った結果、3月25日（日）に
は総走行距離2.1kmそのままにミニトレインの路線
復旧記念イベントを行うことができました。今年の
ゴールデンウィークには、震災以降最大の来場者を

お迎えすることができました。
　ミニトレインを運転するには自動車の運転免許証
を持っている方で、ミニトレイン運転の一定の講習
を受けることが必要です。現在は5種類のミニトレ
インに対して6人の運転手が園内の楽しい走行を
ご案内しています。ミニトレインであってもお客さま
を乗せて走る車両ですから、安全第一です。毎回、
走行前の安全点検と、定期的なフル点検を行いな
がら安心してミニトレインに乗っていただけるよう
細心の注意を払っています。
　この春には3歳以上のお子さまから遊んでいただ
ける大きいふわふわの「きかんしゃランド」もオープ
ンしました。「今度は、いつどんな新しいミニトレイン
が登場するのですか？」というお問い合わせをいただ
くことがありますが、もちろん常にリニューアルは検
討しています。ゴールデンウィークや夏休み、春休み
などの大型の休み前が導入のタイ
ミングです。
今後もご期待
くださいね。

▲2014年3月から登場した
　機関車の形をした
　ふわふわ「きかんしゃランド」！

●ミニトレインのコース全体図（1周2.1km）
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線路沿いに
きれいな花が
植えられています 潮騒が聞こえる

海沿いのコース

海を背景に緑の中を
走り抜けます

　　　▲
元気に出発！！

九十九里ビーチライン

ミニトレインの運行コース

　トンネルあり、踏切ありのリアルな走行コースが嬉しい蓮沼
海浜公園内のミニトレイン。広大な芝生広場や海に向かうグ
リーンフィールド、隣接する遊園地のそばを行く走行距離全
2.1kmを約17～18分かけて1周します。園内を走るミニトレ
インの種類は、現在5種類。今年のゴールデンウィークに合わせ
て「はやぶさ」も仲間に加わり、多くのファンが訪れています。

ラインナップNOW!
ミニトレインの仲間たち。

●はやぶさ
電動バッテリー車
JR東日本のE５系ミニ新幹線
“はやぶさ”。登場以来、ダント
ツの一番人気！
●車両・座席数／5両・25席

●北斗星
ガソリン車
あこがれの寝台特急列車“北
斗星”の赤いミニ機関車！
側面に描かれている流れ星が
印象的です。
●車両・座席数／5両・25席

電動バッテリー車の運転席
操作部分（はやぶさ）

ガソリン車の運転席
操作部分（北斗星）

●新幹線
電動バッテリー車
長い間親しまれた、３００系ミ
ニ新幹線の後継車として、
2010年に登場した700系ミ
ニ新幹線。
●車両・座席数／5両・25席

●SLタイプ（ブルー・グリーン）　ガソリン車
SLタイプの機関車は、ガソリンエンジンで動いています。見かけはコ
ンパクトですが、力強く走ります。どちらも色がきれいなので、こども
たちに大人気！
●車両・座席の数／5両・25席
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ホームページでバックナンバーもご覧いただけます。
　
京葉銀行　千葉の日本一
　

2014.6（次回発行／2014年7月23日）取材協力・写真提供・撮影協力／千葉県レクリエーション都市開発株式会社　山武市経済環境部農商工・観光課　 NPO法人山武市観光協会
　　　　　　　　　　　　　　 守屋酒造株式会社　道の駅オライはすぬま　土屋水産

知ってる? 知らない?

●蓮沼海浜公園周辺
　インフォメーション！

蓮沼海浜公園周辺のお薦めグルメ＆お土産

?

プラスαのお遊びスポット

蓮沼海浜公園パークゴルフ場
　　　

殿下海水浴場
　　　

山武市蓮沼ホ368-1 TEL.0475-78-3555 

※大きさにより数は変わります。
と の し た

●問い合わせ／
　NPO法人山武市観光協会（わが街ご案内処）

TEL.0475-82-2071 
山武市農商工・観光課 TEL.0475-80-1202 

　太平洋を望む九十九里浜沿いにある海水浴場です。雄大
な眺めをさえぎる堤防も、テトラポットもなく、左右に広がる
美しい砂浜と太平洋の大海原の景観を思い切り堪能できる
見晴らしのいい海岸です。とくに夏休みは、家族連れやグ
ループで海水浴を楽しむ人々でにぎわっています。隣接す
る蓮沼ウォーターガーデンのプールと、海水浴場で実際の
海遊びの両方楽しめるうってつけの立地です。

●営業時間／午前8時～午後4時　
　※年中無休（天候状況により臨時閉鎖あります）
●料金／大人（1日券）1,030円、小・中学生（1日券）620円
　　　　大人（半日券）720円、小・中学生（半日券）410円

　九十九里海岸から吹いてくる潮風を感じながらプレイで
きる緑に囲まれたゴルフコースです。グリーンに起伏をつ
け、簡単に攻略できないようなコース設計や展望台のある
高台を一部利用して高低差のあるトリッキーなコースが
チャレンジ精神をかき立てます。ビギナーからベテランの
方、競技志向の方々までお好みのプレーが楽しめるコース
設定が魅力です。現在は18ホールですが、来年2015年に
は36ホールへ拡大予定です。

　2011年3月11日の震災時、いちご
狩りの大量予約キャンセルで処分を余
儀なくされた地元産のいちごを冷凍保
存し、それを生かして開発されたいち
ごプリン。いちごソースを添えた新商
品が誕生しました。

◎山武いちごプリン￥300（税込）　

●問い合わせ／道の駅オライはすぬま 
　　　　TEL. 0475-80-5020
　山武市蓮沼ハ4826
　営業時間／午前11時～午後3時（レストラン）
　　　　　　午前 9時～午後7時（物産館）
　定休日／年中無休

　創業明治26年（1892年）の老舗酒
蔵が100周年を記念して提供し始め
た出来立ての生原酒。毎年生まれたて
のお酒を火入れしないでいただく独特
の旨味は通をうならせる味わいです。
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●問い合わせ／守屋酒造株式会社 
　　　　TEL. ０４７５-８６-２０１６
　山武市蓮沼ハ２９２９
　酒蔵直売所営業時間／午前8時～午後6時
　定休日／年中無休

　5月から8月頃
までは、近くの殿
下海水浴場で獲
ってきた地元の
はまぐりがいただ
けます。網焼きで
ジューシーにいただくはまぐりのおい
しさは格別。海水浴客にも人気の店。

◎はまぐり焼き（1人前）　
 　（大4個）………………￥800（税込）

●問い合わせ／土屋水産  
　　　　TEL. 0475-86-3262
　山武市蓮沼ロ-3015-8
　営業時間／午前9時～日没まで
　定休日／不定休

▲うみ（波のプール）

▲はまぐりラーメンも
　おすすめ！
　￥500（税込）

ジャブリンタウン

▲

▲サンダースライダー

　蓮沼海浜公園内にある千葉県最大級のプール施設
で、総面積がなんとQVCマリンフィールドの約２．５倍。
広大な敷地には「水の一生」をテーマにした１６種類も
のユニークなプールがあります。日本初上陸のスライ
ダー「サンダースライダー」「トルネードツイスト」「ウィ
ザードスライダー」が大人気！さらに今年は「渓流くだ
り」がリニューアル！「アクアクライミングウォール」や
「ジャブリンタウン」など遊び心いっぱいのプールア
ミューズメントです。九十九里浜に直結している利点
も生かし、海岸へも自由に出入りできます。

●2014年 営業時間／7月12日～9月15日まで
　　　　　　　　　　午前9時～午後5時
●休園日／7月14日～18日、9月1日～5日、9月8日～12日
　　　　 ※大雨や台風等の天候により臨時休業の場合があります。
●入園料／大人1,440円、高校生1,030円、小・中学生510円、
　　　　　幼児（4歳以上）230円
　　　　　※別途、利用料がかかるプールもあります。
●駐車場／普通車600円　　　※表示の価格はすべて税込です。

楽しさもいろいろ16のプール。
今年も7月12日（土）OPEN!
千葉県最大級のプールで遊ぼう。
「蓮沼ウォーターガーデン」

●問い合わせ／
　蓮沼ウォーターガーデン
　
　　　　　　
TEL.0475-86-3171 

●問い合わせ／　　　　　　 蓮沼海浜公園 パークゴルフ場
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※表示の価格はすべて税込です。


