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令 和 元 年 ８ 月 ２ ２ 日  
商工労働部観光誘致促進課 
０４３－２２３－２４８４  

 

秋の観光キャンペーン 
「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」を実施します！  

                        ちばプロモーション協議会 

 

                          

 

    
 
 
 

１ 秋の観光キャンペーンについて 
  秋季観光シーズンの誘客促進を図るため、９月１日（日）～１１月３０日（土） 

まで、秋の観光キャンペーンを実施します。秋の観光を盛り上げるため、イベント

やポスター、パンフレット等によりＰＲします。 

 

（１）キャンペーンポスター 

ア 作成部数 

１,６００枚 

（Ｂ１サイズ５８０枚、Ｂ２サイズ１，０２０枚） 

イ 掲出先 

首都圏のＪＲ主要駅、ＮＥＸＣＯ東日本や首都高速 

   道路のＳＡ・ＰＡ、大手旅行会社店頭、県内の道の駅、 

県内金融機関、チーバくんプラザなど 

 

（２）旬の観光・レジャー情報『ちば note９・１０月号』 

ア 作成部数 

４０,０００部                   

（Ａ４サイズ１２ページ） 

  イ 配布先   

県内ＪＲ主要駅、東武アーバンパークライン各駅、 
県内の道の駅、都内・県内金融機関、 

県内コンビニエンスストア、県内旅館・ホテル、 
チーバくんプラザ など 

 

 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

令和元年９月１日（日）から１１月３０日（土）まで、秋の観光キャン

ペーン「魅力いっぱい ギュッ❤と千葉」を実施します。 

紅葉等の秋の観光スポットや地域のグルメなど、本県の魅力をポスター

やパンフレットなどで広く発信していきます。 

また、県内を周遊するのにお得なフリー切符の販売や、キックオフ 

イベントの開催により、千葉県の秋の観光を盛り上げていきます。 

キャンペーンポスター 
（葛飾八幡宮：参道） 

『ちば note 9・10 月号』(8 月 20 日発行) 

（モデルコース：北総地域観光地巡り） 
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２ 「秋の観光キャンペーンポスター」掲示施設、「ちば note９･10 月号」

配架施設の募集について  
「秋の観光キャンペーンポスター」や「ちば note９･10 月号」の掲示・配架に   

御協力いただける県内外の施設を募集します。 

（１）募集施設 

県内外の店舗、団体、企業様（飲食店、ショッピングモール、宿泊施設など） 

※多数の集客がある場所に掲示・配架いただくようお願いします。 

 

（２）配布数 

・観光ポスター（B1 版、B2 版）  １施設２枚まで 

・ちば note９･10 月号      １施設 10 部まで  

  ※募集は、各 20 施設とします。 

【申込み先】 

千葉県商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班 

・メールアドレス promotion@mz.pref.chiba.lg.jp  

・ＦＡＸ 043-225-7345 

・電 話 043-223-2412 

 

（３）申込期限 

令和元年 10 月 11 日（金）まで 

 

（４）その他 

・予定枚数に達した時点で終了します。 

・送料は県が負担します。  

  
※募集の詳細については、千葉県ホームページで御案内します。

https://www.pref.chiba.lg.jp/promo/press/2019/2019poster-chibanote.html 
 

３「サンキュー❤ちばフリーパス・フリー乗車券」の発売について 
本年も千葉県とＪＲ東日本千葉支社が連携して、県内のＪＲ線と一部の鉄道、 

路線バスが乗り放題になる「サンキュー❤ちばフリーパス」と、東京都区内からの

乗車券とフリーパスがセットになった「サンキュー❤ちばフリー乗車券」を令和 

元年１０月１日から発売します。 

今年は、フリーエリア内で新たに東京湾フェリーが御利用いただけます。 

 

（１）発売金額・発売箇所 

 
「サンキュー❤ちばフリーパス」

（千葉県内発） 
「サンキュー❤ちばフリー乗車券」

（東京都区内発） 

発売
金額 

大人 3,970 円 小人 1,980 円 大人 4,790 円 小人 2,390 円 
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発売
箇所 

ＪＲ東日本の千葉県内の主な駅と

久里浜駅（指定席券売機のみ） 

 

※一部お取扱いしていない箇所も 

ございます。 

ＪＲ東日本の首都圏の主な駅 

（指定席券売機のみ） 

 

※千葉県・茨城県（古河駅を除く）内

の各駅、久里浜駅ではお取扱いして

おりません。 

※一部お取扱いしていない箇所も 

ございます。 

※みどりの窓口及びびゅうプラザ（旅行カウンター）ではお買い求めいただけません。 

（２）発売期間 

令和元年１０月１日（火）～ １２月２５日（水） 

 ※利用開始日の１か月前から、利用日当日まで購入可能です。 

     （但し、９月中の購入はできません。） 

（３）利用期間 

令和元年１０月１日（火）～１２月２６日（木） 

 

（４）有効期間 

連続する２日間 

 

（５）切符の内容 

ア 「サンキュー❤ちばフリーパス」 

・ フリーエリア内では、ＪＲ線の普通列車（快速含む）の普通車自由席及び 

各鉄道・バス会社線の指定路線及び東京湾フェリーが乗り降り自由です。 

   ・ フリーエリア内で特急列車等をご利用の場合、特急券や「えきねっと 

トクだ値（料金券のみ）」、房総料金回数券等の料金券タイプの特別企画 

乗車券との併用が可能です。 

     ※フリーエリア内までの乗車券類が別途必要です。 

イ 「サンキュー❤ちばフリー乗車券」 

 ・ 都区内各駅からフリーエリア内までの往復と、フリーパスがセットに  

なった乗車券です。往復には、普通列車（快速含む）の普通車自由席が利用

できます。フリーエリア内では、ＪＲ線の普通列車（快速含む）の普通車  

自由席及び各鉄道・バス会社線の指定路線、及び東京湾フェリーが乗り降り

自由です。 

 

（６）フリーエリア内の対象路線 

ア 鉄道 

千葉県内の JR 線、いすみ鉄道、銚子電鉄、流鉄流山線 

イ バス 

九十九里鉄道バス、ジェイアールバス関東、館山日東バス、鴨川日東バス、 

千葉交通バス、京成タクシー成田の指定路線 

期間限定周遊バス「房総さとやま GO」（11 月 9 日（土）～12 月 8 日（日） 
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の土・日・祝日のみ運転） 

  ウ 船 

    東京湾フェリー（久里浜港～金谷港） 

 

  【フリーエリア図（鉄道・路線バス・船）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）パスの特典 

フリーエリア内の指定された観光施設等で「サンキュー❤ちばフリーパス」・

「サンキュー❤ちばフリー乗車券（かえり）」券片を提示すると、レンタサイク

ルの割引サービスや宿泊施設・観光施設・飲食店等の割引など様々な特典サービ

スが受けられます。詳しくは、「まるごとｅ!ちば-千葉県公式観光物産サイト-

（http://maruchiba.jp/）」をご覧ください。 

 

（８）専用パンフレット 

魅力満載の特典情報や観光情報、鉄道の旅ならではの 

  情報などを掲載した専用パンフレットを作成。 

【配布箇所】 

ＪＲの「サンキュー❤ちばフリーパス」「サンキュー 

❤ちばフリー乗車券」発売箇所、その他首都圏の主な駅 

及び県内の道の駅やチーバくんプラザなど 

※配付は、９月中旬頃を予定しています。 

パンフレットイメージ 

【バス路線】 

<九十九里鉄道バス> 東金駅～本須賀・白里 ほか（片貝線・豊海線） 

<千葉交通バス> JR 成田駅西口～竜角寺台車庫 

<ジェイアールバス関東> 館山駅～潮留橋～安房神戸～安房自然村～フラワーパーク～長尾橋～野島埼灯台口～安房白浜、 

館山駅～城山公園前～西岬～洲の崎～伊戸～南房パラダイス 

八日市場駅～多古台 BT～成田空港～航空科学博物館～JR 成田駅、多古台 BT～佐原駅 

<館山日東バス> 館山駅～安房白浜（豊房線）、館山駅～亀田病院（鴨川日東バスとの共同運行）、館山駅～館山航空隊 

<鴨川日東バス> 亀田病院～平塚本郷、亀田病院～東京湾フェリー、 

仁右衛門島入口～鴨川駅～鴨川シーワールド～天津駅～小湊駅～誕生寺入口 

<京成タクシー成田> 安食駅～竜角寺台車庫 

<期間限定周遊バス「房総さとやま GO」> JR 久留里駅～養老渓谷駅～上総中野駅 
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（９）謎解きラリー「時をかける列車」について（ＪＲ東日本千葉支社主催） 

「サンキュー❤ちばフリーパス・フリー乗車券」と連携した謎解きイベント 

（謎解きラリー）も同時に実施します。本イベントは鉄道を利用して、手がかり

（参加冊子、謎解き専用キット）をもとに、様々な謎を解き明し、宝を探し出す 

イベントです。  

  ア 開催期間  

令和元年１０月１日（火）～１２月２６日（木） 

  イ 参加費 

    無料 

  ウ 参加方法等 

・ イベント参加に必要な「参加冊子」は首都圏の 

主な駅で配布しています。 

・ 「サンキュー❤ちばフリーパス・フリー乗車券」 

をお持ちの方は、本格的な謎解きに参加できる 

「謎解き専用キット」（NewDays 成田店で配布）を 

入手できます。 

・ 期間中に謎解きをクリアした方には、抽選で観光施設等の招待券や特産品 

が当たります。  

  エ 問合せ先 

東日本旅客鉄道株式会社 千葉支社 電話０４３－２８４－６８３３ 

 

４ あなたのＬＯＶＥ❤ＣＨＩＢＡ教えてキャンペーン Season８について 

ちばプロモーション協議会（会長：森田健作千葉県知事）では、千葉県内のお気に 

入りの観光スポットや風景、ご当地グルメ、お宿、特産品などを写真に撮って、 

キャンペーンサイトの専用投稿フォームか Instagram で応募すると、毎月１０名様に、

チバザビーフや非売品のチーバくんグッズ等をプレゼントします。 

（１）応募期間 

令和２年３月３１日（火）まで 

（２）プレゼント品 

応募者の中から毎月抽選で１０名様にプレゼントします。 

（ア）チバザビーフ（みやざわ和牛）     毎月５名様 

（イ）チーバくんパペット（非売品）     毎月１名様 

（ウ）チーバくんリュック（非売品）     毎月１名様 

（エ）宿泊補助券 10,000 円分         毎月１名様 

（オ）チーバくんなりきりキャップ（非売品） 毎月１名様 

（カ）チーバくん巾着＆ストラップ（非売品） 毎月 1名様 

チラシイメージ 
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（３）応募先 

ア キャンペーン公式サイトで応募 

     公式サイトは  ラブラブちば で検索  http://love-love-chiba.jp/ 

  イ キャンペーン公式 Instagram 

     公式 Instagram は  love.love.chiba で検索 

 

応募写真は、上記アのキャンペーン公式サイトで見ることができます。 

※応募写真の一部については、キャンペーン公式 Instagram や Facebook 

などでも紹介します。 

 

（４）優待サービスの提供 

観光施設や店舗などにおいて、本キャンペーン優待サイトの画面（ラブちば 

優待証）をスマートフォンあるいはタブレットを使って提示すると、割引き等

の優待サービスが受けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、優待施設については、公式サイトで確認することができます。 

【優待サービスの概要】 

・優待施設数：１１３施設（令和元年８月１３日現在） 

 ・優待の一例：ふなばしアンデルセン公園 入園料１割引き 

駅レンタカー銚子営業所  Ｓクラス２５％引き 

  ※9/30 までは 20%引き 

         道の駅とみうら枇杷倶楽部 びわソフトクリーム５０円引き 

 

 

●ちばプロモーション協議会とは 
本県の魅力を広く発信するため、市町村や観光協会をはじめとして、観光・宿泊・交通
事業者、経済・商工・農林団体、大学・NPO・社寺等、400 以上の団体から構成される 
組織。      

ラブちば優待証の画面を提示すると 
優待サービスが受けられます 


