
国立歴史民俗博物館
3月-9月 9:30-17:00（入館は16:30まで）
10月-2月 9:30-16:30（入館は16:00まで）
㊡月曜（祝日の場合翌平日）、年末年始
入館料：大人600円、大学生250円
（企画展示は別料金）
佐倉市城内町 117　☎03-5777-8600

先史・古代から現代に渡る日本の歴史と文化を、実物
資料や精巧な模型、ジオラマなどでわかりやすく展示。
昔の京都や浅草の街並みの再現は、当時の人たちの
声まで聞こえてきそう。「寺子屋れきはく」などの体験
コーナーもあり、1日かけても見飽きません。

佐倉市立美術館
10:00-18:00（入館は17:30まで）
㊡月曜（祝日の場合翌平日）、年末年始
入館料：無料
観覧料：無料（特別企画展を除く）
佐倉市新町210　☎043-485-7851

1918年に建てられたレンガ造りの旧川崎銀行佐倉支
店（千葉県指定有形文化財 )をエントランスホールとし
て活用し、1994年に開館。郷土ゆかりの作家の作品
を収集し、これらの作品やその延長上にある日本の近
代美術を紹介する展覧会などを開催しています。

DIC川村記念美術館

DIC川村記念美術館無料送迎バス

9:30-17:00（入館は16:30まで）
㊡月曜（祝日の場合翌平日）、展示替え期間、
年末年始　入館料：展示内容によって異なる
佐倉市坂戸631
☎050-5541-8600

DIC株式会社が運営する美術館。17世紀のレンブラ
ントから、モネ、ルノワールなどの印象派、ピカソ、
シャガールなどの西洋近代美術、ロスコなどの20世紀
アメリカ美術を展示。コレクションに調和した建築や、
四季折々の変化が楽しめる庭園も魅力です。
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京成佐倉駅⇒美術館

JR佐倉駅 ⇒ 美術館

美術館⇒ JR佐倉駅⇒京成佐倉駅

＊印は土・日・祝日のみ運行
歴：国立歴史民俗博物館経由　佐：佐倉市立美術館経由　※左記の館が休館の場合は経由しません
各館発のDIC川村記念美術館行きバスは次の通りです。国立歴史民俗博物館13:15発／佐倉市立美術館13:22発

営業日や営業時間は変更される場合があります。お出かけの際は各館、店舗のホームページまたはお電話でご確認ください。

Kawamura Memorial
DIC Museum of Art

Sakura City Museum of Art

ミュージアムの街「佐倉」で
アートにふれて、歴史を学んだあとは
スタッフおすすめのお店でおいしいひとときを。

2019.04発行

ミュージアムの街「佐倉」でアートにふれる。歴史を学ぶ。

（ハローダイヤル）＜アクセス＞
京成佐倉駅南口より徒歩約15分またはバス約5分
（ちばグリーンバス1番のりば「田町車庫行」乗車、「国立博物館入口」または「国立歴史民俗博物館」下車）
JR佐倉駅北口よりバス約15分（ちばグリーンバス1番のりば「田町車庫行」乗車、「国立博物館入口」または「国立歴史民俗博物館」下車）

＜アクセス＞
京成佐倉駅南口より徒歩約8分またはバス約5分（ちばグリーンバス3番のりば「JR佐倉方面行」乗車、「佐倉市立美術館」下車）
JR佐倉駅北口より徒歩約20分またはバス約10分（ちばグリーンバス1番のりば「京成佐倉駅行」「田町車庫行」乗車、「二番町」下車徒歩1分）

＜アクセス＞
京成佐倉駅南口より無料送迎バス約30分／JR佐倉駅南口より無料送迎バス約20分

各館の
カフェ＆レストラン
京成・JR佐倉駅周辺の
おいしいお店ご紹介

National Museum 
of Japanese History
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国立歴史民俗博物館
佐倉市城内町117　☎043-483-4077
3-9月 10:00-16:30（L.O.16:00）
10-2月 10:00-16:00（L.O.15:30）
㊡月曜（祝日の場合翌平日）　Ⓟあり

古代米を使った古代カレー、風味豊かな
佐倉味噌を使った魚の紙包焼きなど、
おいしくて珍しいメニューが楽しめます。
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佐倉市民体育館

佐倉武家屋敷佐倉市立美術館
佐倉市新町210
☎043-485-7851
10:00-18:00（L.O.17:30）
㊡月曜（祝日の場合翌平日）　Ⓟあり

展覧会を見た後は、美味しいコーヒーと
スイーツでひとやすみ。
各種サンドイッチもすべて手作りです♪

DIC川村記念美術館 庭園内
佐倉市坂戸631
☎043-498-0848
10:00-17:00（L.O.16:30）
㊡月曜（祝日の場合翌平日）　Ⓟあり

質と健康にこだわり、千葉県産の食材を
ふんだんに使ったイタリアン。
庭園を眺めながらゆったりと過ごせます。

JR佐倉駅北口より徒歩 5分
佐倉市鏑木町2-7-17　☎043-483-2388
11:30-14:00 （L.O.13:30）
17:30-22:30 （L.O.22:00）
㊡水曜　Ⓟあり

おいしい魚料理がいただける和食屋さん。
ランチ1番人気の海鮮丼は、旬の魚介が
贅沢に盛られたはずせない一品。

12 食い処あだち

食い処あだち

JR佐倉駅北口より徒歩1分
佐倉市表町3-1-5　☎043-484 -1640
11:30-14:30（L.O.13:30）
17:30-22:00（L.O.20:30）
㊡月曜　Ⓟあり

こだわりのフレンチを気軽に楽しめるレ
ストラン。選び抜いた食材を使った贅沢な
ランチがお得にいただけます。

13 シェ・ムラ

麺屋ぱんどら

JR佐倉駅南口より徒歩 3分
佐倉市大崎台1-17-23タカオビル2Ｆ
☎043-312-0240
11:00-14:30／17:00-22:00
㊡無　Ⓟあり

インド人の店主がつくる本格的なカレーが
いただけます。おすすめはお得なランチ
セット。ナンだけでなくライスも選べます。

14 DEWAN（デュワン）

京成佐倉駅北口より徒歩2分
佐倉市宮前3-12-4　☎043-486-6469
11:30-14:00（L.O.13:30）
17:00-22:00（L.O.21:30）
㊡水曜　Ⓟあり

本格的な会席料理がいただけるお店。
ランチはリーズナブルな鮮魚のセットメ
ニューが楽しめます。

❹ 秋田屋

秋田屋

京成佐倉駅南口より徒歩5分
佐倉市海隣寺町13-8　☎043-308-7764
11:30-14:00
17:30-23:00（L.O.23:00）
㊡日曜・第1月曜　Ⓟあり

新鮮な海鮮料理を手ごろな値段で。
海鮮づけ丼や天ぷらはボリューム満点！
ランチ定食は種類も豊富です。

❺ 風流

風流

京成佐倉駅南口より徒歩１分
佐倉市栄町19-５-101　☎043-483-5570
11:00-16:00（L.O.15:00）＊15:00からカフェタイム
17:00-22:00（L.O.21:00）
㊡火曜（祝日は除く）　Ⓟなし

フランス料理をベースにしたこだわりの
メニューをおしゃれな店内で。
地元野菜たっぷりの副菜もうれしい。

❻ Steak & Seafood 清祥庵

京成佐倉駅南口より徒歩 8分
佐倉市鏑木町1200 -1
☎043-484-0198
11:00-18:00
㊡月～木曜　Ⓟあり

築100年以上の古民家カフェ。 
無農薬・無化学肥料栽培の食材を使用した
自家製甘味などが楽しめます。

❼ 茶琴神明（ちゃごとしんめい）

茶琴神明

京成佐倉駅南口より徒歩10分
佐倉市新町233
☎043-484-0402
11:00-15:00（売り切れ次第終了）
㊡月曜　Ⓟあり

佐倉の老舗お蕎麦屋さん。竹の舟に盛ら
れたとろろそばは、リーズナブルなのに
食べ応え抜群。コシのある麺も◎

❽ 房州屋本店

房州屋本店

京成佐倉駅から徒歩約15分
佐倉市新町105
☎043-484-2239
11:00-14:00／17:00-21:30
㊡水曜・第1第3木曜　Ⓟあり

おすすめは味もボリュームも大満足のラン
チセット。サクサクに揚がったとんかつは
とってもジューシー♪

❾ おかやま食堂

おかやま食堂

京成佐倉駅南口、JR佐倉駅北口から徒歩約20分
佐倉市野狐台町109-2　☎043-484-7558
11:00-15:00（L.O.14:30）
17:00-22:00（L.O.21:00）
㊡火曜　Ⓟあり

住宅街の中の隠れ家的レストラン。おい
しいパスタと西洋料理がいただけます。
散歩がてら街を探索してみてはいかが？

10 Costa（コスタ）

Costa

JR佐倉駅北口より徒歩6分
佐倉市鏑木町1-7-21　☎043-484-7344
11:30-14:30（L.O.14:15）
18:00-22:00（L.O.21:45）
㊡木曜　Ⓟあり

元プロボクサーの店主が作る絶品ラーメ
ン。看板メニューのつけ麺は、野菜たっ
ぷりで健康にもうれしい。

11 麺屋ぱんどら

JR佐倉駅南口より徒歩5分
佐倉市大崎台1-20-5　☎043-486-8212
11:00 -15:00（L.O.14:20）
18:00-22:00（L.O.21:00）
㊡火曜　Ⓟあり

充実したランチメニューは土日も実施。
なかでもハンバーグがおすすめです。
女性ひとりでも気軽に入れます♪

15 KINGS

KINGS

JR佐倉駅南口より徒歩5分
佐倉市大崎台1-20-5　☎043-308-3383
11:30-14:00（L.O.13:30）＊ランチは水・木・土・日曜のみ
17:00-22:00（L.O.21:00）
㊡月曜　Ⓟあり

落ち着いた空間で本格派の懐石料理を。
厳選した旬の食材で丁寧につくられた四季
折々の味がいただけます。

16 馳走 かく田

馳走 かく田

 ＊食事提供は
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