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学園周辺のお役立ち情報満載！
なんでもそろう千葉ニュータウンの魅力！自然も残る住みやすい街！ 観覧車があるなんて！？（雨の日半額！）千葉県を一
望できるかも！☆

印西ウォーカー

TCI 生活完全サポート

2015 年版

TCI はインターネットでもおもしろい！

我が家の家計も大助かり！

スーパー・食料品店
病気になったらどこへ行く？

お医者さん情報
夫婦で☆家族で☆レッツゴー

お出かけスポット
らーめん
疲れたときは家族でぶらり…
うまいもん
●イオン
in 印西

大
型ＳＣ多数オープン！
な
ぜここに観覧車？
何
にもないのに
何でもある

http://www.tci.ac.jp

こんなところに
天然温泉が！

●BIG HOP
●牧の原モア
…ｅｔｃ

☆ＴＲＩＡＬ ☆ドン・キホーテ
☆ジョイフル本田☆costco
☆カインズ
☆歩いて行けるカスミ/郵便局 アリ
みんなで情報を交換し合い、快適な印西ライフを過ごしましょう！

印西ウォーカー
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公共サービス
● 主要な公共サービス
千葉県印西市ホームページ： http://www.city.inzai.chiba.jp/

市役所

印西市役所
中央駅前出張所
牧の原出張所

（0476）42-5111
46-1011
47-1111

大森 2364-2
中央北 1-511
西の原 2-2102-1

高花保健センター

（0476）42-5595
47-2111

大森 2356-3（市役所となり）
高花 2-1-5

印西警察署
中央駅前交番

（0476）42-0110
46-4671

大森 2514-13（市役所近く）
中央南 1-491

保健センター 中央保健センター

警察署

千葉県印旛健康福祉センター（印旛保健所）：（043）483-1133、佐倉市鏑木仲田町 8-1
母子手帳交付などは保健センターだが、保健所宛出生届や保健婦の訪問、医療費などの給付はこちらで。

● ハローワーク
成田公共職業安定所：（0476）27-8609、成田市加良部 3-4-2
印西市在住者で失業手当を受ける場合は、成田のハローワークで手続きをします。
なお学生や、病気療養中など就職できない場合は支給されません。

● 自動車関連
関東運輸局千葉陸運支局習志野自動車検査登録事務所：
（050）5540-2024、船橋市習志野台 8-57-1
自動車の登録内容変更はこちらへ。
運転免許センター（千葉市）：（043）274-0111
免許更新は千葉市か流山市の免許更新センターで（一日で手続きが終わり新免許証がもらえる）。印西
警察でも更新ができるが、講習は申請から２ヶ月後に自動車学校で受け、そのときに免許がもらえる。
印西警察で免許更新しておけば更新の２ヶ月前に案内状が来る。
免許証の住所変更は印西警察でできる。

● 旅券
千葉県旅券課：
パスポートの申請は、千葉市中央区新町 1000 センシティータワー4F：
（043）238-5711、もしく
は松戸市本町 7-10 ちばぎん松戸ビル 3F：（047）366-4414 へ。
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● 銀行・郵便局
千葉興業銀行

千葉銀行

三井住友銀行
みずほ銀行
京葉銀行

三菱東京UFJ銀行
郵便局

千葉ニュータウン支店
（0476）46-1611
中央南 1-6-2
※学園指定の銀行です。入学後、学園内にて口座開設します
イオン千葉ニュータウン店（ATM）
中央北 3-1-1
ジョイフル本田千葉ニュータウン店（ATM）
草深 1921
千葉ニュータウン支店
（0476）46-1511
中央南 1-500
印西支店
42-3227
大森 3877
ATM は駅やショッピングセンター内など、多数あります
千葉ニュータウン支店
（0476）46-1211
中央北 1-469-2
ファミリーマート 千葉ニュ－タウン中央駅店（コンビニ ATM）
イオン千葉ニュータウン店出張所（ATM）
中央北 3-1-1
千葉ニュータウン西の原出張所（ATM）
草深 2102
千葉ニュータウン支店
（0476）46-1311
中央北 2-1-2
印西支店
42-3231
大森 3870-3
イオン千葉ニュータウン中央店（ATM）
中央北 3-1-1
印西市にはありません。
印西郵便局
原山郵便局
高花郵便局

（0476）47-2363
46-0066
45-8338

中央南 2-4
原山 1-1-2
高花 2-2

印西郵便局の窓口業務時間
平日 郵便：9:00-19:00
貯金/保険：9:00-16:00
ゆうゆう窓口：8:00-20:00
土曜 郵便：なし
貯金/保険：なし
ゆうゆう窓口：8:00-20:00
休日 郵便：なし
貯金/保険：なし
ゆうゆう窓口：9:00-15:00
ゆうゆう窓口とは、郵便物等の引受け、保管郵便物等の渡し、各種申請・届出の受付などを行うサー
ビス。各郵便局の ATM 開設時間は、ホームページ等をご覧ください。
他の郵便局は、平日は郵便：9:00-17:00、貯金・保険 9:00-16:00 で土・休日は休み。
学園から最も近いのは原山郵便局（徒歩 10 分程度）。 高花郵便局のある郵便局コミュニティセンター
には、1 階にカフェテリヤ方式の食堂と売店。2 階に図書館がある。


印西郵便局



京葉銀行



三井住友銀行




千葉銀行
千葉興業銀行





東京基督教大学
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高花
郵便局

原山
郵便局

● 図書館・コミュニティセンター
印西市立小倉台図書館（小倉台団地内）：47-5511

小倉台 4-5
2000 年 6 月に開館。館内はとても広く閲覧コーナーも充実している。書籍数は多く、子供用書籍か
ら一般用まで、様々な種類の書籍がある。他に紙芝居、CD、ビデオも借りられる。本は一人何冊でも
OK。市内の図書館の本をリクエストして借りることもできる。

印西市立大森図書館：
42-8686
大森 2535
印西市役所に隣接。蔵書数や本の種類は小倉台図書館と大差なし。
印西市立小林図書館：

97-0005

印西市立そうふけ図書館：45-2566

小林北 5-1-6
市原 3-4

上記４つの市立図書館同士であれば、返却はどの図書館に返却してもＯＫです。
休館日：月曜/月末/祝日
開館時間：9:00-17:00 （小倉台図書館、大森図書館のみ、水曜日はもう少し遅くまで開館）

郵便局コミュニティセンター図書室（高花郵便局 2 階）
書籍数はそこそこ揃っており、人が少なくて静かに本を読める。貸し出し可能。土・日・祝が休館日。
ただし、お子さま向けの本はほとんどありません。開館時間：9:30-1８:00

中央駅前児童館：（複合施設印西市中央駅前センター内）
一人 5 冊まで貸し出し可。（毎月第三金曜日に小林コミュニティープラザ、土曜日に草深ふれあい文化
館で、おもちゃの図書館が開かれ、低年齢の子供が遊べるおもちゃが借りられる。一人１個の貸し出し
なので大人も登録しておくと良い。
）
※平成２３年９月１日（木）から平成２４年３月３１日（土）
（予定）まで休館

サザンプラザ（原山郵便局の交差点を右（北東）に曲がってまっすぐ、右手にある）
未就学児のプレイルームがあり雨の日に便利。小さな図書館あり。100 円でコーヒーを飲みながら本
が読める。地域の友達作りにも良い。
印刷用紙とデータを持っていけば、印刷を１０枚単位２０円でできる。
（コピーは１枚 10 円でできる。）

温水センター： 0476-47-1661

大塚1 丁目3 番地
清掃センター焼却炉の熱を利用したプール・風呂・サウナ・トレーニングルームの使用が可。
プールでは水泳キャップ着用が必要。館内でも販売している。
利用時間：10:00-20:00
休館日： 第１，第３月曜（月曜祝日の場合は翌日以降の平日に休館）
料金：印西市在住者は２時間で大人 400 円・子供（小学～高校）200 円・未就学児無料。
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教育機関
● 幼稚園・保育園
☆

市立

市立大森幼稚園：42-2502：大森 3297
入学金や授業料は格段に安い。教育内容も悪くない。送り迎えが必要。水・土は半日。その他はお弁当
が必要。朝 8:45 までに送り、帰りは午後 1:30～2:00。20１２年１月現在通園者なし。

内野保育園：46-1874、内野 1-12
学園から一番近い保育園。20１２年１月現在通園児なし。

高花保育園：46-7011、高花 1-10
次に近い保育園の内の一つ。20１２年１月現在通園児なし。

☆

私立

印西しおん幼稚園：46-0056、松崎 517
地域で唯一のキリスト教主義の幼稚園。保育園も同敷地内。教育と地域伝道に重荷を持つ。学園の千葉
移転時より園児を送り続けている。車で約 10 分の距離。園児バス有り。201２年 1 月現在 3 名通園。

原山保育園：47-6600、草深 1177-18
次に近い保育園の内の一つ。20１２年１月現在通園児なし。

その他にも幼稚園・保育園はあります。下記のアドレスを参照してください。
http://www.city.inzai.chiba.jp/www/genre/0000000000000/1225097196212/index.html

● 小学校・中学校
内野小学校：46-1781、内野 1-1
201２年１月現在、家族寮から５名通学。

原山中学校：46-6911、原山 1-2
201２年１月現在、家族寮から通学者なし。
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医療機関
内科・小児科
印西市内野 1-5
診療時間：
内野ショッピングセンターの近く。
9:00-12:00
中が広く、子供用のおもちゃ、遊び場がある。 1５:00-1８:00
休診：水、土、
日曜午後、祝日
印西市高花 5-1-1
休診：水、日
大人から子供まで OK。ただし、子どもは３才
から。先生は説明が丁寧。特に胃腸系は先生
の専門！
診療時間
本埜村竜腹寺 350-2
午前：
滝野プラザ向かい。
9:00-12:00
丁寧な説明と治療。急患については受付に電
話すれば受け付けてもらえる。家族寮生の行 午後：
きつけの医院。
（先生はクリスチャン？現在は 1５:00-1８:00
絶対的な存在を信じられないとか…。奥様も （土曜は
クリスチャンのはず。伝道のためにみんなで 14:00-17:00）
休診：水、日、祝
がんばりましょう！）
診療時間：
千 葉 新 都 市 ラ ー バ 印西市草深 138
9:00-12:00
ンクリニック
救急の場合近くて便利。診療も丁寧。
15;00-1８:00
（脳神経外科・循環器
（木は 17:00 迄）
内野診療所
（小児科・内科・呼
吸器科・循環器科・
泌尿器科・整形外
科）
岩井内科クリニッ
ク（内科・消化器
化・循環器科・小児
科）
くやま小児科医院
（小児科・アレルギ
ー科）

科・泌尿器科・皮膚科・婦
人科・消化器外科）

（0476）
46-3621

（0476）
46-7665
完全予約
（0476）
80-9611
完全予約制
予約専用は
（0476）
80-9613
朝６時より電話
予約受付
（0476）
40-7711

休診：土曜午後、第四木
曜午後、日、祝

おかにわクリニッ
ク（小児科・内科・
皮膚科・アレルギー
科）

印西市草深 1203-9
診療時間：
ドクターは小声で親に「何やってんだ！お前」 9:00-12:00
などと乱暴に怒ったりするが、子どもたちを 15:00-18:00
愛して大切にしてくれる雰囲気が伝わる。
休診：木、祝
第 2,4,5 の日曜
土曜日（午後）
・日曜日・
セ コ メ デ ィ ッ ク 病 船橋市豊富町 696-1
祝祭日
院
車で 25 分くらい。
小児科が充実している。24 時間 365 日診療。
口腔外科など個人病院では対応できないこと
に対応してくれる中規模病院。

（0476）
47-2100

（047）
457-9900

上記以外にもあります。乳幼児検診や予防接種は内野診療所、武田産婦人科など。要予約。

外科
鈴木整形外科（皮膚
科・整形外科・外
科・リハビリテー
ション科）
奈良整形外科
（整形外科・リハビ
リテーション科）

印西市高花 5-1-2
花粉症（鼻症状）の投薬あり。
乳児の予防接種も個別に受け付けている。

休診：木曜午後
第２第４土曜午後
日、祝

（0476）
47-0771

（0476）
印西市草深 1204-4
診療時間：
46-9011
おかにわクリニック、つちや耳鼻科と並んで
9:00-12:00
いる。
15:00-19:00
待ち時間もわりと短く助かる。
休診：木曜午後
日、祝
千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン ク 印西市内野 1-5-1
診療時間：
（0476）
リニック（内科・外
9:00-12:30
46-4744
科 ・ 胃 腸 科 ・ 整 形 外 少々手荒だがすっきり治してくれる。
休診：木、日、祝
科・消化器科・皮膚
科・泌尿器科・肛門科）
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産婦人科・助産院
武田産婦人科

印西市内野 1-5-3
学園から近い。
船橋二和病院附属 船橋市二和東 5-1-1
ふたわ診療所
予約ができます。婦人科は殆どが女性医師。
八千代マタニティ 八千代市米本 1450
センター武田助産 全国的に数の少ない助産院が車で 15 分と、
院
こんな近くにあってラッキー！出産にこだわ
りのある方にはおすすめ。
勝見産婦人科
八千代市村上 1113-１村上団地 1-51
学園から車で約１５分。先生もスタッフも優
しく、親切。院内は広くないが、アットホー
ムな雰囲気。

診療：9:00-12:00
14:30-17:30
受付：
8:30-11:00
診療：月曜-土曜
9:00-12:00

（0476）
46-5103
（047）
448-7660
（047）
488-0311
必ずTEL必要

診 療 ： 月 曜 - 土 曜 (047)
（水、土は午前中の 486-8400
み）9:00-12:00
15:00-16:30

歯科
ほりえ歯科医院

印西市結緑寺 525-3
診療：9:00-12:30
丁寧な説明と治療。子供が怖がらないように
14:00-17:30
治療が受けられるよう配慮してくださる。
休診：木、日、祝

高花歯科クリニッ 印西市高花 5-2-1
ク
先生が複数いるので急な歯痛の時は便利。予
約の変更もきく。１週間に一回のペースで治
療。子供が遊ぶスペースがある。
宮本歯科医院
印西市原山 1-7-3
先生がやさしく、丁寧に説明してくれる。小
さな郵便局の、向かって右の道をまっすぐ。

診療：
10:00-13:00
15:00-19:00
休診：木、日、祝
診療：9:00-12:30
14:30-19:00
休診：木、日、祝

（0476）
46-8889
予約制
（0476）
46-8241

（0476）
45-0777
予約制

このほか草深地区や西の原地区に新しい歯科医院ができています。

その他
診療：9:00-12:00 （0476）
15:00-18:00
47-3387
休診：木、日、祝
診療：9:00-12:00 （0476）
15:00-17:30 47-0303
休診：木・土曜午後、
日、祝
白井眼科クリニック 白井市清水口 3-25-2
診療：8:40-12:00 （047）
少し遠いが車で 15 分くらい。ここも混んで
14:40-18:00 491-1115
いるが診察時間を教えてくれるので、予約し 休診：火曜午前、木・
た後家に戻ったりできる。台湾人の先生。
土曜午後、日、祝
（0476）
診療：9:00-12:00
ふじた皮フ科医院
本埜村竜腹寺 350-2
80-8081
15:00-18:00
くやま小児科と並んでいる。完全予約制なの
予約専用
休診：水、日、祝
で、初診も電話予約がベター。指定された時
不定期で土が休み （0476）
間に行くと、待たずに診察。丁寧な対応と十
80-9370
の時もあり。
分な情報をくれる。
完全予約制で
電話予約受付時間
つちや耳鼻咽喉科医 印西市草深 1203-10
院
アレルギー検査、花粉症検査などやってくれ
ます。
斉藤眼科
印西市高花 5-1-3

6:00-16:30

す。

総合病院
日本医科大学付属
千葉北総病院

印旛村鎌苅 1715
受付：
ここに行けば何とかなる。印旛日本医大駅よ 8:30-11:30
り無料送迎バスあり。

（0476）
99-1111
TEL 必要

船橋二和病院

船橋市二和 5-1-1
受付時間は科によ
病院の雰囲気も良く、患者の身になって対応。 って異なります。

（047）
448-7111
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ジーユー
夢庵 (食)
マツキヨ
BOOK OFF
その他

アルカｻール







イオンモール
（下記参照）

飲食店多数
農産物直売所
その他

（下記参照）





カインズ
コストコ



JOYFUL HONDA

サンキ （服）
カワチ （薬）
その他

牧の原モア

カスミ
（ｽｰﾊﾟｰ）

（下記参照）

東京基督教大学



 TRIAL
（ｽｰﾊﾟｰ）






TSUTAYA
西松屋
洋服の青山
ガスト
その他

ﾗﾝﾄﾞﾛｰﾑ
（ｽｰﾊﾟｰ）






BIG HOP
（下記参照）

真名井の湯
（温泉）

ギョーザの王将
くら寿司



しまむら
（服）



ケーズデンキ



メガ・マックス
（家具）

イオンモール：ジャスコ、 コジマデンキ、 ドン・キホーテ、 WARNER MYCAL CINEMAS（映画館）、
100 円ショップ

飲食店多数、 その他

牧ノ原モア：ヤマダデンキ、 イエローハット、 100 円ショップ、 マツキヨ、 コナカ、
ラクゾー（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ）、 ヤオコー（ｽｰﾊﾟｰ）、 その他

BIG HOP： ガーデンモールです。観覧車、カラオケ、Zoff（眼鏡）、洋服店多数、その他
JOYFUL HONDA（ｼﾞｮｲﾌﾙ本田）： ホームセンター、 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｰﾄ（ｽｰﾊﾟｰ）、 COCO’S、 ｼﾈﾘｰﾌﾞﾙ（映画館）、
ユニクロ
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スーパー・食料品店
カスミ
http://www.kasumi.co.jp/
学園から一番近いスーパー。夜 12 時まで営
業。毎月 5、15、25 日はカスミデーで野菜
と食材などが安い。価格は安くはないが、野菜、
果物が新鮮なのが特徴である。国産が多い。ク
レジットカード使用可能。

車があればジョイフル本田は一番買い
物しやすいところです。自転車ならカ
スミで肉と野菜類が買えます。トライア
ルの生活用品が安いので活用すると
いいでしょう。

ランドローム
http://www.landrome.jp/

ジャパンミート
http://www.japanmeat.co.jp/

スーパーの中で野菜、果物等一番価格が
安い。夜 10 時まで営業。毎週火曜日は
卵一パックが 100 円。野菜、果物の新
鮮度はちょっと落ちる。中国産が多い。
クレジットカード使用不能。

ジョイフル本田店内。夜 7 時まで営業。スー
パーは全体的に少し高い。果物や魚、 肉を
大量購入しやすい。ジョイフル本田があっ
て、洗剤、せっけん、紙、小型家電製品等、
多様な物品購入が可能。2 階は工芸品、材料
などを購入する所。クレジットカード使用可
能。

TRIAL（トライアル）
http://www.trial-net.co.jp/
24 時間営業。安い。ポイントカードがあって、
210 円ごとに 1 ポイント加算。毎週金曜日はポ
イント 3 倍デー。クレジットカード使用不能。

ヤオコー
http://www.yaoko-net.com/

牧の原モアにある。夜 11 時まで営業。全
体的に価格が高い。果物、野菜、肉類等が
新鮮。クレジットカード使用可能。

わくわく広場
地元農産物直売所

イオンと道を挟んで隣にある。新鮮な地元
の野菜や果物が売っている。その為、季節
によって、販売していない野菜もある。

イオン
http://www.aeon.info/jusco/
夜 1０時まで営業。スーパーの価格は
全体的に高いが, 新鮮度や品質は良い
ことが特徴。ただ火曜日はほとんどス
ーパー価格並みに安い。スーパーの前
にお土産屋などの店もある。デパート、
レストランなどさまざまな便宜施設が
一緒にあってショッピングに便利。ク
レジットカード使用可能。

マツモトキヨシ
千葉ニュータウン中央店
http://www.matsukiyo.co.jp/index.h
夜８時まで営業。ドラッグストアだが、お菓子、
パン、飲み物、子供用品、化粧品などの種類が
多い。野菜、果物、肉類はない。クレジットカ
ード使用可能。

10

ホームセンター・日用雑貨・家具

◆

学園のある印西市は、千葉ニ
ュータウン開発のため、目ま
ぐるしく様々な店が建って
います。生活に必要なものを
揃えるには不自由しません。

カインズ＜ホームセンター＞
コストコ＜会員制倉庫型店＞

◆
R464 沿いに並び立つ状態で、2013 年
下旬にできました。日用品から食品まで
様々な者がだくさんある。１年に４，００
０円の会員費、夜８時まで営業。

◆ ジェーソン＜ディスカウントショップ＞
白井町根 466。R464 沿い。
狭い店内に食品、日用品、雑貨、車用品、電
化製品などがびっしり。とんでもない掘り出
し物があるかもしれない。

◆ ジョイフル本田＜ホームセンター＞
印西牧の原駅近く。R464 沿い。
メガホームセンター。とにかく品数は豊
富！まとめ買いなら、ここが安い。スーパ
ー他専門店も併設している。ガソリン、灯
油は最安値。近くに集中映画館もある。

◆ メガマックス＜家具・雑貨屋＞
R464 沿い。ジョイフルホンダ向かい側。
アウトレット専門店としては、東洋一の
売り場面積を誇る？
品数は多いが、価格はいろいろ。雑貨の
特売には掘り出し物があるかも。休憩コ
ーナーに無料のコーヒー、ジュースが用
意されている。

◆ TRIAL＜食料品・日用品＞
印西郵便局斜め向かい。
まとめて買うにはもってこいの
店。売り場もけっこう広く、たい
ていの生活用品は揃えることがで
き、自転車も安く売っている。ポ
イントカードを作るべし。

◆ IKEA＜家具・雑貨屋＞
船橋店、三郷店、共に学園から
は車で約 1 時間。
現在日本に二店舗あるスウェ
ーデンの家具店。元々人工スキ
ー場を改装したもので、面積は
かなり広い。一日いても楽しめ
る。家具、雑貨ともにとにかく
安いしオシャレ。しかし西欧家
具ゆえに寮の部屋には大き過
ぎる場合もある。配送もできる
が、大型車で持ち帰れば安く上
がる。

◆ ドン・キホーテ＜ディスカウントショップ＞
千葉ニュータウン駅近くのイオンモールのエンジ
ョイライフ棟内。
学園から一番近い 100 円ショップも併設。
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その他いろいろ
NT（ニュータウン）中央や牧の原エリアは、めまぐるしく開発が進み店舗が年々充実してきている。
過激な価格競争もあるので、うまく利用すれば、買い物上手になれること間違いなし。

飲食店
飲食店は、千葉ニュータウン中央駅北側のアルカサールとイオンモール内に多数あり。
ファミレス系は、駅西側に ガスト 、イオンモール西側に 夢庵 （R464 号北側）、ジョイフル本田に
COCO’Sがある。イオンモール、牧の原モア、ジョイフル本田、BIGHOP内にフードコートがあり、
比較的安く楽しめる。
回転寿司は学園近くにいくつかある。おいしいところを探してみよう。ケーキ屋さんもあります。高花
には和菓子好きも納得の和菓子屋（明石堂）あり。ラーメン屋、バイキング情報は別ページで。

衣類
イオンモール、牧の原モア、BIG HOPの中に洋服屋多数あり。
ジーユー：NT中央エリアのR464 号北側にある。品数はまぁまぁ。
サンキ：牧の原エリアにある。衣類、寝具、カーテン、布など、驚くほど安いです。品質を問わなけ
ればとにかく安い。ホームソーイング売場もある。
しまむら：草深から牧の原エリアの外れに移転。衣料品のディスカウントストア。品数も品質もまあ
まあ良く、値段も安い。
ドン・キホーテ：イオンモールのエンジョイライフ棟にある。ブランド品の掘り出し物があるかも。
西松屋：NT中央エリアのR464 号南側にあります。乳幼児専門店。
紳士服専門店なら、NT中央エリアに洋服の青山が、牧の原モアにコナカがある。イオンモール内に
も紳士服専門店が入っている。

クリーニング
イオン内、内野ショッピングセンター内、高花ショッピングセンター内（ホワイト急便）、船尾中学校
前（ポニークリーニング高花店）、ランドローム内、TRIAL 内などにそれぞれチェーン店の窓口がある。
（ホワイト急便は曜日別の割引サービスを実施。）

電器屋
コジマデンキ：イオンモールの新しい棟内。
ヤマダデンキ：牧の原モアの一角。
ケーズデンキ：牧の原エリアのR464 号南側。
それぞれの店の特徴（ポイント制の有無、内容）を理解しつつ、最もお得な買い物をしよう。本当に安
く買いたいならば、複数のお店の店頭価格を比較するのは当たり前。さらに各店のオンラインショップ
の価格チェックもすればより万全？
ドン・キホーテやトライアルにも小さいが電化製品のコーナーがある。

携帯メーカーショップ
DoCoMo：イオンモール 2F。
AU：NT中央エリアの外れ、R464 号北側と、印西市役所近く。
Softbank：イオンモール 2FとBIGHOP内。
携帯電話は、大型電気店でももちろん買える。

薬局
マツモトキヨシ：NT中央エリアR464 号北側と牧の原モアにある。医療品、雑貨とも品数豊富。
カワチ：牧の原エリアのR464 号南側。雑貨や食料品もあり。
ドン・キホーテ：イオンモールのエンジョイライフ棟にある。何でもある。
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銭湯
真名井の湯：NT中央エリア、印西郵便局の隣。スーパー銭湯。温泉に入って食事もできます。毎月末
の金・土・日はお風呂の日となっており、回数券（１０回分）を安く買う事ができます。

ガソリン
このエリアはガソリンが非常に安い。学園から一番近いのは、4 号竜ヶ崎線を八千代方面に向かったセ
ルフのゼネラル、少しはなれるが、ジョイフル本田、この２店が最も安い。
国道 16 号を八千代方面に向かった昭和シェルは安くて丁寧。

切符・旅行代理店
PTS旅行サロン：イオンモール内。（0476）40-6888
日本旅行：イオンモール内。（0476）48-3211
JR木下駅：ＪＲは学割が使える。学割切符は取り寄せなので数日かかるが急がないのならお得。丁寧
に対応してくれる。ただし、駅員の休憩時間があるので要注意。土曜日の発券はなし。

生活協同組合ちばコープ：生活クラブ
家族寮内で週に１回の共同購入。新鮮で安心できる地元の野菜など、毎週配られるカタログを夫婦であ
れこれと言いながら眺めるのも良い。創始者はキリスト者の賀川豊彦。

映画館
WARNER MYCAL CINEMAS（ワーナーマイカルシネマズ）：イオンモールの 3F。
Cine Libre（シネリーブル）：牧の原のジョイフル本田の本館よりちょっと離れている。
それぞれ安く見られる日や曜日があるので、事前チェックを怠らずに。学割も使える。時には夫婦で映
画鑑賞もよし。

レンタル
TSUTAYA：NT中央エリアのR464 号南側にある。レンタルビデオ、DVD、CD。書籍、ゲーム販
売など。

書店
牧の原モア内、イオンモール内、BIGHOP 内、TSUTAYA 内にそれぞれ本屋がある。規模はまちまち
だが、比較的大型書店。
山本書店：内野ショッピングセンター内。
ブックオフ：NT中央エリアのR464 号北側にある。
※キリスト教書籍は、毎週木曜午後、教研棟で「恵泉書房」が出張販売。神学生 10％引き。

おもちゃ
トイザラス：新鎌ヶ谷駅前のアクロスモール内にある。ちょっと遠い。
ドン・キホーテ：イオンのエンジョイライフ棟。品数は少ないが、比較的安い。イオンモール内の別
の箇所にもちょっとあります。

カラオケ はＢＩＧ ＨＯＰに、 ボーリング場 は牧ノ原モアにあります。
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らーめん
ラーメンは好きですか？学園付近は田舎だけど、旨いラーメン屋がないわけではありません。みんなで
情報交換して、美味しい印西ライフを楽しみましょう。先輩方の評価や男子寮生の意見をまとめて載せ
ています。ご参考までに！
ラーメン横綱 場所：464 号から 16 号にのって右（柏方面）へ、16 号沿い黄色と赤の目立つ看板。学園から車で 10 分。
京都発祥のラーメン。とんこつしょうゆ。結構評判がいい。
東京豚骨拉麺 ばんから 場所：島田台交差点 学園を左、信号左折し61号沿い。61号は途中分岐、信号佐山で右方向へ。16号が交差するところ。
本店は激戦区東京池袋らしい。独特な味が出ているので、はまる人もいるでしょう。近くておいしいという意見も。

茅橋ラーメン

場所：学園を出て右へ。4 号龍ヶ崎線を八千代方面に向かって右。
種類は豊富だけど、宣伝の割には至って普通のラーメン。大喰いしたい人はいいかも。土日は４８０円と安い。

丸醤屋

場所：イオンモールのフードコート内
背油たっぷり。普通の味だけど、けっこう好き。何を食べるか迷ったらこれにすべし。
遠出してでもうまいラーメンを食べに行きたい！というあなたへ。男子寮・家族寮男子からの人気店を紹介！ ※いずれも車で 30～40 分

王道家 （家系とんこつ醤油） 柏駅南口すぐ
貴生 （とんこつ） 松戸市栄町西4-1220-1
なりたけ （こってり系） 津田沼駅すぐ近く
とみ田（魚介系） 松戸市松戸1339 高橋ビル 1F
ラーメン二郎（二郎系） 松戸駅すぐ 他に二郎系は、我孫子に「ラーメン大」、八千代緑ヶ丘イオン内に「ジャンクガレッジ」がある。

バイキング

バイキングの場所は開発途中。捜せばまだありそう。情報を共有しましょう。

〈焼肉〉石焼ビール苑 千葉県船橋市小室町3109-2 ☎047-410-8201
焼肉の食べ放題。船橋市、といってもほぼ白井市。16 号線沿いで、小室駅から見て北西にある。ラン
チはドリンクバー付きの 980 円で、60 分の時間制限。夜は 1,480 円で 90 分の時間制限あり（ドリ
ンクバーは別料金）。肉の種類も抱負。デザートも意外とおいしい。以前よりは値段が安くなっている。
〈お好み焼き〉古の珠（このみ）千葉県白井市根1812-3 ☎047-491-4098
関西風お好み焼きが、なんと 980 円で食べ放題。食べ放題のメニューは土日限定。お好み焼きは７種
類、もんじゃ焼きは３種類ある。90 分の時間制限あり。白井市の根にあり、車で 20 分程かかる。営
業時間は 17:00 から。
〈中華〉グランチャイナ ☎047-640-6630
イオンモール内の１F。ランチは 1,400 円程度。90 分の時間制限。中華ではあるが、油っぽくなく意
外とヘルシー。もちろんデザートもあり。
〈しゃぶしゃぶ〉しゃぶ菜 ☎0476-48-4273
イオンモール内のモール棟１F。時間制限７０分。ワーナーマイカルの映画チケット半券持参で５％割
引。デザートもある。新鮮な野菜が食べられる。平日ランチなら 1,600 円程度。夜もやっている。
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お出かけスポット

～車で電車で、夫婦でもファミリーでも楽しめる?!～

BIG HOP

東京ディズニーリゾート

印西市原 1-2 (0476)40-7503
物販専門店 10:00～21:00
フードコート 10:00～21:00
書籍 10:00～23:00
レストラン 11:00～23:00
アミューズメント 10:00～24:00
Go!Go!キッズ 10:00～21:00
学園から一番近いアミューズメントパーク
です。最寄り駅は印西牧の原駅。ベビーカー、
車椅子の貸し出し有、フリーマーケットなど
のイベントも多く家族で楽しめます。園内に
はカラオケなどもあります。とても広い遊び
場 Go!Go!キッズは子供にとっての楽園で
す

アンデルセン公園
船橋市金堀町 525 (047)457-6627
料金：一般 900 円 高校生 600 円
小中学生 200 円 幼児 100 円
駐車場代 500 円

1 デーパスポート：入園と、当日に限り全てのアトラクションに使用で
きるチケット（1 日に両方のパークで利用することはできません）
料金：大人（18 才以上）5,800 円
中人（中学・高校生）5,000 円
小人（幼児・小学生）3,900 円
シニア（60 才以上）5,100 円
※チケットはディズニーランド、ディズニーシーともに同じ料金です。
スターライトパスポート：土日祝日（スターライトパスポート取扱い日）
の午後 3 時から入園できるパスポート
アフターシックスパスポート：祝日を除く月～金（アフター6 パスポート
取扱い日）の午後 6 時から入園できるパスポート
※夜間チケットはご利用のパークや日付によってパスポートの券種が
異なります。ご来園予定日の取り扱いパスポートをお確かめくださ
い。なお、販売されない日もありますので、合わせてご確認ください。
電車の場合は、JR 京葉線・武蔵野線「舞浜駅」下車。車
だと首都高速湾岸線利用「浦安ランプ出口」から約 5 分で
す（休日などは、葛西ランプの下り出口は混雑するので、
浦安ランプを使う方がスムーズ）。
6/15 の千葉県民の日は、パスポートを安く購入できます
（コンビニ等）。生協でも割安チケットを購入出来ることが
あります。

※前売入園券を１割引で販売しています。
セブンイレブンなど、コンビニで購入可。

休園日：月曜日、祝日の翌日
電車の場合、小室駅下車から新京成バスでＪ
Ｒ船橋駅北口行き( 県民の森下車)・北習志
野駅行き( アンデルセン公園下車)。
園内はアスレチック施設、小さな子供には天
国のわんぱく広場、造形などの遊びができる
クラフトゾーン、ボートにまで乗れます。ふ
れあいどうぶつ園もありますし、バーベキュ
ーもできます。クラフトゾーンでは月ごとに
様々なイベントが用意され、どれも 500 円
前後で大変面白い体験ができます。手織りで
コースターを織ったり、クッキーを作った
り、ろくろを回したり、体験するにはチケッ
トが必要です。混雑する日には早く売り切れ
になることもあるようです。絶対体験したい
方は、目的のチケットを早めに手に入れまし
ょう。

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 （043）212-8200
[お買物＆お食事] 10:00～20:00
[レストラン・ピスタッキオ] 11:00～22:30（金・土曜：10:00～23:00）
電車の場合、京葉線海浜幕張駅から徒歩１分。海浜公園に隣
接、1F はセレクトショップを中心としたファッションゾー
ン。2F はファミリー型アパレルブランドや、キッズ、スポ
ーツ＆アウトドア、雑貨等があります。
ベビーカーの貸し出し有。子どもの絵画展や期間限定の子供
向けイベントも多く、近くにシネプレックス（映画館）など
のアミューズメントも豊富で、駐車場スペースも完備なので
車で幕張エリアにお出かけする際にもおススメです。
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LaLaport

イオンレイクタウン

TOKYO-BAY

埼玉県越谷市東町 4-21-1 (048)934-3000

千葉県船橋市浜町 2-1-1 (047)433-9800

国 内 最大 級の シ ョ ッ ピング モ ー ル 。Kaze 、 mori 、
outlet の３つのショッピングモールで構成され、全ての
店舗を回るなら、一日がかりです。駐車場は 5 時間
まで無料。池のそばにあり、景色やオブジェなど、何
も買わなくても楽しめます。
電車の場合、ＪＲ武蔵野線越谷レイクタウン駅が隣
接しています。

2011 年現在では、国内第三位の規模を誇る大型
ショッピングモール。540 の専門店、レストランに加
え、映画館等のアミューズメント施設を備えていま
す。駐車場は最初の 1 時間のみ無料。電車の場
合、ＪＲ武蔵野線南船橋駅から徒歩 5 分です。

新入寮生のみなさん
ようこそ印西市へ！
この街は、発展中で買い物もどんどん便利になり、
とても生活しやすいところになっています。
一方学園の中は自然がいっぱいで、
神様の恵みがあふれたところ。
住み始める方にとっては、小さな情報でも何かと役に立つのでは…
ということで、手近な情報を集めてみました。
お役に立てれば幸いです。
少しでも快適な学園生活、印西ライフを送っていただきたいと願っています。
皆さんの入寮をこころからお待ちしております。

家族寮 運営委員会

16

