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《今回の日本一》

・一般道を走る連節バス
として、日本国内で初運行

（千葉市）



一般道を走る
連節バスとして、日本国内で初運行！

幕張新都心でお馴染みの連節バス。

●エボバス（EvoBus）社製
　メルセデスベンツ・シターロG　幕張メッセやQVCマリンフィールドなどの大規模施設、高層オフィスビルやホテルなどが建ち並ぶ幕張新都心

エリアは、1983年（昭和58年）から開発が進められてきた地域です。1990年代に入ると、この地域に進出する企
業も増大し、公共交通機関の利用者の数も急増しました。JR総武線幕張本郷駅とJR京葉線海浜幕張駅を結ぶバ
ス輸送も朝・夕のラッシュ時には混雑が激しく、1998年（平成10年）、輸送効率の根本的な改善を目的に導入され
たのが連節バスでした。連節バスとは、大量輸送できるように車体が2連以上につながっているバスのことです。
京成バスが初めて導入したのは、全長18m、定員140名のボルボB10Mで、一般道を走る連節バスとして、日本
初のものになりました。当初は10台導入しましたが、導入から12年目を迎えた2010年（平成22年）、代替車とし
て、エボバス（EvoBus）社製メルセデスベンツ・シターロGを同年12月までに15台導入しています。

エ ン ジ ン

全長×全幅×全高
車 両 総 重 量
乗 車 定 員
特 色

後方車両後部に搭載したリア・エンジン。
自動車排ガス規制のユーロ5に適合。
17.99m × 2.55m × 3.076m
24.545トン
129名（座席43名、立席85名、乗務員1名）
高齢者・身障者・妊産婦などの移動制約者
の方が乗り降りしやすいノンステップバス

▲千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターをラッピングした連節バス。

▲旧型連節バス
（スウェーデン・ボルボ社製）

現在走行中の連節バスは…

「シーガル幕張」
幕張を走る連節バスの愛称は

　幕張に隣接する海をイメージし、連節バスの愛称は
従来から親しまれてきた、カモメを意味する「シーガル
幕張」を継承しています。車体は、メルセデス・ベンツ
純正カラーのジャデッドグリーンを基調に、
車体側面上部に15色のオリジナル
帯カラーを採用して
います。
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インタビューインタビュー

快適な運行と共に、乗る楽しさや
車窓も満喫していただきたい。

京成バス株式会社
新都心営業所　
運転士佐 藤 陵さん

　京成バスに入社し、今
年で9年目になります。
入社3年が過ぎた頃に連
節バスを運転するため
の社内教習を2週間程受
けた後、実際の一般道で
連節バスを運転するよう
になりました。連節バス
を運転するための特別
な資格はいりません。大
型の観光バスや路線バ

スなど旅客車両バスが運転できる大型自動車第二
種運転免許があり、きちんとした運転技術をもち、
安全運行の実績が評価されれば、連節バスを運転
する教習を受ける資格が得られます。最初はやはり
緊張しました。一般のバスとは長さも違いますので、
おのずと曲がる時のタイヤの内輪差も違いますから
ね。でも、これは経験を重ねて体で覚えて行く以外
に上達はないと思います。私は、一般のバスを運
転する時と同じように常に慎重な運転を心がけ

ていますが、小さなお子さんが興味津々で連節バス
に乗り込んできてくれたり、運転士の私に手を振っ
てくれたりするのを見ると、改めて皆さんに注目さ
れているのだと実感し、嬉しさと同時に身が引き締
まる思いがしています。イオンモール幕張新都心が
できて、さらにご利用いただくお客さまが増えまし
た。幕張を走る連節バスですが、特に富士通などの
オフィスビルが林立する通りの景観が新都心らしく
て好きですね。また、夜、海浜幕張駅方面から走行し
てきて、美浜区の免許センター交差点に差し掛かった
辺りで、ナイターが行われているQVCマリンフィー
ルドで打ち上げられる花火が左手に見えることがあ
り、その眺めもいいですよ。遠方からわざわざ連節
バスに乗るために幕張にいらっしゃる方々もいて、
嬉しい限りです。

1日153本運行しています。
ビジネスエリア海浜幕張駅方面行き連節バスは平日で

連節バスに乗ってみました。
幕張本郷駅発・海浜幕張駅行きの
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　幕張エリアで働く人々の通勤の足として、あるいは買い物
客の交通手段として、すっかり地域に定着した連節バス。幕
張本郷駅から海浜幕張駅行きのバスの始発は、朝6時00分
です。乗降客の多い午前8時から午前9時までは2分間隔で、
また午前10時から午後5時までは、ほぼ6分ごとに運行し、
夜0時10分の最終まで安全運行を行っています。この路線を
走る1日250本のバスのうち、153本が連節バスです。一般
のバスを見送って、次にやってくる連節バスに乗ろうとする
子供たちやファンの方々も大勢います。

　停留所に並ぶ大勢の
乗客の最後尾に加わり、
最先端の連節バスに乗
車。ご年配の方、車椅子
の方でもスムーズに乗
り降りができるノンス
テップの乗降口はとて
も安心です。手すりや床
面、座席なども色鮮や
かで色弱の方々にも優

しい配慮がされていることを感じました。前方と連結する後
部車両の2ヶ所に停留所や目的地までの到着予想時間を表
示するバスロケーションシステムの画面があり、移動時間を
把握できるので便利です。到着駅の電車の運行情報も表示
され、乗り継ぎもスムーズにできてこれまた安心です！

▲ICカード利用者と現金・バス共通カード
　利用者がそれぞれに2列乗車できるシス
　テム搭載。

▲運転席近くに設置された
　自動運賃支払い機。

▲1両目車両と2両目車両との
　連節部。安全設計が施されて
　います。

▲ノンステップ車両なので車椅子でも楽に乗車できます。
　佐藤さん自ら、乗り降りのお手伝いもします。

▲運賃や鉄道駅での乗換情報が表示されます。

QVCマリンフィールド

170170170

170210210260



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
　

　2015.8（次回発行／2015年9月24日）取材協力・写真提供・撮影協力／京成バス株式会社　株式会社千葉ロッテマリーンズ　株式会社千葉マリンスタジアム　三井アウトレットパーク幕張　
　　　　　　　　　　　　　　株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー　株式会社幕張メッセ　Captain's Cook（キャプテンズ・クック）
　　　　　　　　　　　　　　

知ってる? 知らない?

●幕張新都心周辺
　インフォメーション！

?

●問い合わせ／

吉本芸人たちが行っ
ています。バス停の案
内だけではなく、面白いネタも披露しています。

　幕張の街にすっかり溶け込んでいる連節バスです
が、バスに乗ったら車内アナウンスの声に耳を傾け
てみませんか。2006年（平成18年）3月から幕張本
郷駅～海浜幕張駅～QVCマリンフィールド間を走る
バスの車内アナウンスを千葉ロッテマリーンズの選
手たちが担当しているからです。今まで、ボビー・バ
レンタイン、ベニー・アグバヤニ、マット・ワトソン、今
江敏晃、渡辺俊介、唐川侑己、大松尚逸などが担当
して話題となりました。また、連節バスが運行するエ
リア内にあるイオンモール幕張新都心に「よしもと
幕張イオンモール劇場」があることから、2014年
（平成26年）12月からは、海浜幕張駅～イオンモール
幕張新都心バスターミナル間の車内アナウンスを

幕 張 周 辺 で 人 気 の お 薦 め グ ル メ

見どころスポット＆イベント

三井アウトレットパーク 幕張
　　　 　海浜幕張駅南口からすぐ

の好立地にあるアウトレット
が、この夏増床し、新規出店
57店舗、移転リニューアル
34店舗と嬉しいグレード
アップを果たし、全137店

舗の大規模アウトレットモールとして進化しました。3階に
は開放的なカフェや飲食スペースも誕生しました。

　「もっと自由に、GAMEと遊ぼ
う。」をキャッチフレーズに開催
される今年の東京ゲームショウ
は、初めて幕張メッセ全館を使
用した過去最大規模のブース
が出展予定です。

●一般公開／ 9月19日（土）・20日（日）午前10時～午後5時
● 入 場 料／一般（中学生以上）：当日1,200円（税込）
　　　　　　小学生以下：入場無料

《千葉の日本一》今月の誌上クイズ！
　幕張で、日本の一般道初の連節バスが運行した
のは1998年のことでした。では、それ以前に連節
バスを走らせて話題になった1985年開催の国際
的イベントとは何だったでしょうか。
　以下の3つの中から正解を1つ選んでください。
　 　 ①リバプール国際庭園博覧会
　 　 ②つくば科学万博
　 　 ③国際花と緑の博覧会
※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　「千葉が誇る日本一」の第35回をご覧ください。

千葉ロッテマリーンズの選手や吉本芸人が担当。

★現在聞ける車内アナウンスの声

（東京ゲームショウ2015）

車内アナウンスの声は、あの有名人たち！

●問い合わせ／三井アウトレットパーク 幕張
　　　　　　　千葉市美浜区ひび野2-6-1　
　　　　　　　TEL.043-212-8200

●問い合わせ／東京ゲームショウ2015インフォメーション
　　　　　　TEL.03-5696-1111

　創業から28年、幕張
本郷で支持されてい
るイタリアンの人気レ
ストラン。ファンが多
いスープパスタの中
でも、バジルを生かし
たピリ辛トマトソース
「真夜中のスパゲティ」
は、ベーコンやマッシュ
ルーム、イカなどの具

材をふんだんに使った満足度の高いスタミナ系パスタ。夏に
ピッタリのスパイシーな風味はクセになりそうな逸品。パン・
サラダ・スープ・シャーベット・飲み物付きでコストパフォー
マンスも高い。サラダを引き立てるゴマベースで和風仕立
てのオリジナルドレッシングは絶品です。

◎真夜中のスパゲティ
　（ランチパスタセット）……………………￥1,100（税込）

●問い合わせ／Captain's Cook（キャプテンズ・クック）
　　　千葉市花見川区幕張本郷7-41-25 TEL.043-276-2491
　営業時間／ランチ：午前11時30分～午後3時（L.O. 午後2時30分）
　　　　　　ディナー：午後5時～午後11時（L.O. 午後10時）
　　　　　　土日祝：午前11時30分～午後11時（オールタイム）
　定休日／木曜日
　

　QVCマリンフィー
ルドは別名「もつ煮
スタジアム」と呼ば
れ、20年以上も前
から球場で「3大も
つ煮」と支持され
ているもつ煮込み
があります。その3大
もつ煮の1つで、年間
で15,000食も売り上げ

があるという球場看板メニューが「千葉もつ煮込み」。千葉
県産の食材を使用し、毎年進化し続けているという店長のこ
だわりが、QVCマリンを訪れるファンの舌を魅了している理
由のようです。連節バスに乗ってQVCマリンフィールドへ行
き、千葉ロッテマリーンズを応援しながら、「千葉もつ煮込み」
を味わってみませんか。

●ＱＶＣマリンフィールド内売店フードコートちば
　　　（球場内2階内野中央　6番･7番通路の間）
千葉市美浜区美浜1番地
営業時間／プロ野球開催日（※イベントにより異なります）

◎千葉もつ煮込み…………………………￥600（税込）

▲イオンモール幕張新都心～海浜幕張
　駅を運行するラッピングの連節バス。

千葉ロッテマリーンズ
清田 育宏　外野手

千葉ロッテマリーンズ
唐川 侑己 投手

千葉ロッテマリーンズ
大松 尚逸　内野手

南海キャンディーズ・
山ちゃん

はんにゃ 天津  木村

※3人（組）の他、2700、バイク川崎バイク、しずる　もアナウンスを担当しています。

1985年に茨城県つくば市で開かれた「つくば科学万博」会場へ
のアクセス用シャトルバスとして登場しました。

正解は→②つくば科学万博

TEL.047-712-7400　　
京成バス株式会社 営業部
　　　　　　


