
茂原長南ICまで
羽田空港から50分 木更津東ICから18分

横浜方面から

東京方面から

問い合わせは 平日9時～17時

掲載情報は平成30年4月1日現在のものです。最新の情報は各施設等にお確かめください。

発行・編集（平成30年3月）

千葉県長生地域振興事務所 ☎0475-22-1711

観光情報の照会先
長生地域にはまだまだ魅力的なスポットがいっぱい！

詳しくは下記にお問い合わせください。
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羽田空港

成田空港
圏央道  延伸中！

関東からのアクセス向上

千葉県マスコットキャラクター 
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https://www.pref.chiba.lg.jp/kc-hkazusa/ikiikichousei/kankou.html

アクアライン→圏央道→茂原長南IC→茂原北IC
湾岸道路または京葉道路→宮野木JCT→京葉道路→千葉東JCT→
千葉東金道路→東金JCT→圏央道→茂原北IC→茂原長南IC

一宮町イメージキャラクター「一宮いっちゃん」
一宮町のキャッチコピー 「緑と海と太陽のまち」や自然・風土をイメージし、
髪が九十九里の海になっていて、一宮町の緑・山をモチーフにした頭頂部の
部分から太陽が昇っています。

　九十九里有料道路（通称：波乗り道路）は、2017年12月に津波対策工事
が終わり、全線開通しております。一宮休憩所もリニューアルされ、二階に
は、ゆっくりと九十九里浜を眺めることのできる休憩スペースもあります。
　長生地域にお越しの際には、太平洋の雄大な景色を見ながらのドライ
ブも楽しんでみてはいかがでしょう？

一宮町観光協会 ☎0475-42-1425
http://www.ichinomiya.org/

事務局：一宮町役場産業観光課

長生村イメージキャラクター「太陽くん」
ふり注ぐ「太陽」と、九十九里浜の「青い海」をモチーフとしており、手に村の
花の「ハマヒルガオ」を持ち、「自然あふれる緑豊かな村」をイメージしていま
す。胸の「C」は長生村のイニシャルです。

長生村観光協会 ☎0475-32-2114
http://www.vill.chosei.chiba.jp/

事務局：長生村役場産業課

白子町シンボルキャラクター「げんき君」
体は太陽と情熱の赤、髪の毛は九十九里浜の大波を表し、足の黄色は町の
花ひまわり、緑は町の木の松を表現しています。元気いっぱいの子どもで、豊
かな実りある町を象徴したものです。

白子町観光協会 ☎0475-33-2117
http://www.shirako.net/

事務局：白子町役場商工観光課
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CHOSEI SURFING!
東京２０２０オリンピック競技大会
サーフィン競技　釣ヶ崎海岸開催！

千葉県
波乗り道路で
  快適ドライブ！

サーフィンの歴史サーフィン
大会の主なルール

サーフィンって
どんな競技？

　サーフィンはハワイやタヒチに住んでいた古代ポリネシアの人々
が、西暦400年頃に始めたとされています。その後、20世紀になる
とアメリカ本土に伝えられ、カリフォルニアを中心として急速に人気
を得たスポーツです。
　そのなかにあって、1912年ストックホルムオリンピックと1920年
のアントワープオリンピックの100メートル自由形で優勝した、ハワ
イ出身のデューク・カハナモクはサーフィンの愛好者でもあり、世界
中にサーフィンを広めた人物とされています。
　日本では、1960年頃に駐留アメリカ人が湘南や千葉の海で
サーフィンをはじめ、それを見ていた少年たちが模倣して自作の
ボードで初めたのが起源と言われています。

　選手が乗った波１つずつについて、５人のジャッジが１０点満点で
採点を行います。５人のうち最低点と最高点を除いた３人の点数の
平均が、その波についての得点となります。
　制限時間内に得た、得点の高い上位２つの波の合計得点が、そ
の選手の得点になります。（最高２０点）

●難易度の高い技に挑戦しているか
●技の組み合わせはその波に適したものか
●多くの種類の技を組み合わせているか
●革新的な技を取り入れているか
●技のスピードやパワーはどうだったか

採点基準は、

などの要素があり、それぞれを高いレベルで行うことが高得点につ
ながります。

　波は陸に向かって徐々に盛り上がりながら進み、海底が浅く
なったところで崩れ始めます。このとき、崩れる水でできる斜面を
滑ることを「波に乗る＝ライディング」と言います。

一宮町の釣ヶ崎海岸
（通称：志田下ポイント）が、東京
２０２０オリンピック競技大会
のサーフィン競技の会場に決定
しました！世界大会も続々開催
されるので要チェックです！

①波に乗る！

　波に乗るためには、その場でただ浮かぶのではなく、波と同じ
だけのスピードで波をかいて（＝パドリング）、波に追いつく必要
があります。大きな波はスピードも速いので、パドリングも大変に
なります。

　勢いの乗ったボードでぶつかるのは大変危険です。次の順
番を守って一人ずつ波に乗りましょう。

②波に乗るには？

　安全に遊ぶためのルールがあります。

③危なくないの？

◎一つの波には一人まで！

　遊泳区域では遊ばないようにしましょう。

◎海水浴場はNG！

　場所によって潮の流れは速く、流される危険があるため初心
者は特に注意しましょう。

◎潮の流れに注意！

　ボードと体をつなぐリーシュコードは、ボードの種類に限ら
ず必要です。

◎リーシュコードをつけよう

●ピーク優先

●ドロップインはダメ

フィギュアスケートに

似てるね！

東京2020大会サーフィン競技開催地に！

エアリアル
（大原洋人選手）

カービング
（稲葉玲王選手）

カットバック
（中塩伽那選手）

波が崩れ始めるポイント（＝ピーク）に一番近いサーファー
に優先権があります。

ほかのサーファーが既にライディングしている波に、同じ方
向に乗るのは危険です。
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レストラン SEA SONG

Big Mama’s Café

三本松

寿司重

太陽の里

白子温泉

ホテル一宮シーサイドオーツカ

一宮館

DEEP  SURF

HIC 千葉ストア

WREATHS

CHP 本店

BEACH

BLISS 99 BASE

WRV JAPAN

●営業時間／（入浴・サウナ）10:00～翌8:00
●入館料／

●駐車場／約400台
九十九里浜を臨む、癒しをテーマと
した温泉施設です。炭酸水素塩を成
分とする茶色い天然温泉の庭園露
天風呂のほか、県内最大規模の岩盤
浴施設「岩盤SPA庵」を併設。
1泊2食付 9,288円～。
IN15時／OUT10時。

長生村一松3445　☎0475-32-5550
スパ＆リゾート九十九里 太陽の里

http://www.taiyounosato.co.jp/

［平日］大人1,500円  子供650円
［土日祝日 およびハイシーズン］大人1,700円  子供650円
［深夜割増料金（AM1:00～5:00までの間に滞在・入館する場合）］
 大人1,300円  子供650円
［朝風呂入館（AM5:00～7:30までの入館でAM8:00までの利用）］
 大人1,100円  子供550円

アメリカ東海岸を拠点に、ワールドワイドに展開して
いるインターナショナルサーフブランドWAVE 
RIDING VEHICLESの日本直営店です。JPSA公認プロ
ライダー栗原美加プロが講師を務めます。

●営業時間／9:00～18:00（冬季は～16:00） ●不定休
●駐車場／5台

白子町剃金2730-135　☎0475-36-2132
WRV JAPAN

https://www.shopwrvjapan.com/

サーフィンの個人レッスン、グループレッスンのほか
に、SUP（スタンドアップパドル）の初心者向けのス
クール等も行っています。また、施設も充実してお
り、宿泊やグランピングのセットプランもあります。

●営業時間／9:00～18:00 ●駐車場／有

白子町剃金2729-89　☎0475-44-6155
BLISS 99 BASE

https://www.99base.co/

2003年のオープン当初から、スタッフ一同「誰でも
入りやすい明るいお店にしよう」をコンセプトに、
アットホームな雰囲気にあふれたショップです。
サーフィンスクールも大変好評で、年間のべ3,000人
が参加しています。

●営業時間／8:00～19:00（平日は9:00～）
●年中無休 ●駐車場／約5台

長生村一松戊3451-7　☎0475-32-7314
BEACH

http://www.b132.net/

自社ブランド「NAVIGATORサーフボード」が評判の、
地元サーファーが経営するお店。「仲間の輪」を大切
にする心優しいスタッフが出迎えてくれます。ウエット
スーツやサーフボードを購入すると、無料でシャワー
や駐車場が使えるサービス有。

●営業時間／8:00～18:00（11月～4月は9:00～17:00）
●駐車場／20台

一宮町東浪見7523-3　☎0475-47-2842
WREATHS

http://wreathssurf.com/ws/

一宮町で最も古くからあり、ローカルサーファーが
集う人気店です。予約制のスクールは初心者から上
級者までしっかりフォローしてくれます。

●営業時間／8:00～18:00、土・日・祝日は6:00～19:00
 ●駐車場／50台

一宮町東浪見7428-3　☎0475-42-4626
CHP 本店

http://www.chp.co.jp/

ハワイに12店舗を展開するボードメーカーの直営
店。様々なデザインのボードから小物まで、バラエ
ティに富んだ品ぞろえで人気。併設の「Hula Café」で
は、ロコモコやハンバーガーが食べられます。

●営業時間／9:00～18:00 ●駐車場／60台

一宮町一宮10055　☎0475-42-1522
HIC 千葉ストア

http://store.hicsurf.co.jp/

プロサーファーが在籍する、一宮海岸目の前の
ショップです。最年少プロでもある稲葉玲王選手も
在籍しています。首都圏からのリピーター多数。

●営業時間／ 8:00～19:00、土・日・祝日は7:00～
　（冬季は9:00～18:00、土・日・祝日は8:00～ 月曜休）
●駐車場／20台

一宮町一宮10126-2　☎0475-42-5119
DEEP SURF

http://deepsurf.info/

一宮町

一宮町

一宮町

長生村

白子町

白子町

一宮町

良質な肉を使ったとんかつやステーキのお店。
ひれかつは厳選のもち豚肉を使用したこだわ
りの一品です。

●営業時間／11:00～15:00、17:00~20:45LO
 土・日・祝日は11:00～20:45LO
●定休日／水曜
●駐車場／30台

白子町古所3290　☎0475-33-2679
レストラン 岡本 白子町

地元の食材を使用し、定番メニューから創作・
本格イタリアンまで楽しめるお店です。おすす
めメニューは店内黒い看板が目印。

●営業時間／11:30～14:00、17:00～21:30LO
●定休日／水曜
●駐車場／8台

白子町古所3289-26　☎0475-44-5523
Luna Crescente（ルーナ・クレッシェンテ） 白子町

●営業時間／11:00～14:30、17:00～20:30
●定休日／毎週火曜・第3月曜 ●駐車場／約7台

長生村一松戊3451-141　☎0475-32-6836
らーめん ふくみ 長生村

新鮮な海の幸をつかったメニューが豊富。ボ
リュームもあるので、海でいっぱい楽しんだ腹
ペコサーファーにぴったりです。特におすすめ
は、ランチメニューの刺身定食です。

地元の人に大変親しまれているラーメン店で、
店主からサーファーへの一番のおすすめは、海
で冷えた体が温まる「辛さ一番タンタンメン」
です。そのほか餃子等の定番をはじめ、ランチ
メニューも豊富にそろっています。

地元の人に大変親しまれているお寿司屋さん
です。握り寿司はもちろんのこと、特におすす
めは、きれいに盛り付けられ、目でも楽しんで
いただける「上ちらし寿司」。女性サーファー
におすすめです。

●営業時間／11:30～13:30、17:00～
●定休日／日曜 ●駐車場／約10台

長生村一松戊3205-2　☎0475-32-2988
三本松 長生村

●営業時間／11:00～14:00、17:00～21:30
●定休日／木曜 ●駐車場／約5台

長生村一松戊3451-38　☎0475-32-0281
寿司重 長生村

メイン6種類とサイド8種類から好きなものを
選べるサーファーズプレートは腹減りサー
ファーにうってつけです。

●営業時間／11:00～22:00
●定休日／木曜（祝日は営業） ●駐車場／30台

一宮町東浪見7528-4　☎0475-42-4288
レストラン SEA SONG 一宮町

オープンエアスタイルで、吹き抜ける海風が気
持ちいい店内。「Big Mama’s」とはリラックスす
る場所という意味で、その通りゆったりとした
時間を過ごせます。ガパオライスなどが人気。
平日は400円のデザートセットもあるので、
ティータイムにもどうぞ。

●営業時間／ 8:30～17:00（冬期は9:30～16:00）
●無休※臨時休業有 ●駐車場／7台

一宮町一宮10063-2　☎0475-42-4230
Big Mama’s Café 一宮町

JR上総一ノ宮駅から送迎バスで7分。
1泊2食付 14,730円～。
IN15時／OUT11時。

●駐車場／150台

一宮町一宮10000　☎0475-42-6411
ホテル一宮シーサイドオーツカ

https://www.seaside-otsuka.com

一宮町

長生村

JR上総一ノ宮駅から送迎バス（要予
約）で8分。
1泊2食付 11,814円～。
IN15時／OUT10時。

●駐車場／70台

一宮町一宮9241　☎0475-42-2127
一宮館

http://www.ichinomiyakan.com/

一宮町

白子温泉は100万～200万年前の太古か
らの砂と泥の互層からの恵み、海のミネ
ラル「ヨード」をたっぷり含んだ日本でも
珍しい泉質。薄く黄色がかっている事か
ら「黄金の湯」とも称され、美肌効果や保
湿効果に優れています。

●駐車場／有

白子町古所3302-94
☎0475-33-2448

白子温泉郷
（宿泊案内所）

http://shirako-onsen.jp/

白子町

●難易度／上級者向け
●駐車場／有
●トイレ・シャワー有

釣ヶ崎（志田下）

●難易度／中級者向け
●駐車場／有（民間有料駐車場）

サンライズ

●難易度／初心者向け
●駐車場／有 420台
●トイレ有

中里海岸

●難易度／初心者向け
●駐車場／有
●トイレ・シャワー有

一宮

●難易度／初心者向け
●駐車場／有 400台
●トイレ有

一松海岸

●難易度／初心者向け
●駐車場／有 300台

古所海岸

●難易度／初心者向け
●駐車場／有 140台
●トイレ・シャワー有

剃金海岸

ビギナー向け教室のある
サーフショップはこちらグルメスポット

温泉・宿泊 ※ポイント名はすべて通称です。

事前予約が必要です。
詳しくは各店舗に
ご連絡ください。

サーフポイントマップ


