
時：11:00-14:00, 17:00-21:00,　
月11:00-14:00, 土日祝11:00-
21:00　休：火　駐：あり
〒 289-1735 千葉県山武郡横
芝光町屋形 5076-116　

時：11:30-15:00, 18:00-22:00
休：月　駐：あり　〒 289-
1734 千葉県山武郡横芝光町
北清水 220-2　

休：12/31-1/3 時：10:00-18:00
冬季 10:00-17:30　駐：あり
〒 289-1723 千葉県山武郡横芝
光町上原 368-1　

時：11:00-17:00　休：水木
駐：あり　〒 289-1733 千葉
県山武郡横芝光町栗山4449-1

時：12:00-15:00,17:00-22:00,
日祝 12:00-17:00　駐：なし
〒 289-1733 千葉県山武郡横
芝光町栗山 4195-22　

時：11:00-19:00　休：火水　
駐：あり　〒 289-1733 千葉
県山武郡横芝光町栗山 272-7　

時：10:00-16:00 なくなり次第
終了　休：月水木金日　駐：あり
〒 289-1733 千葉県山武郡横芝
光町栗山 3135　

時：11:00-18:00　休：水
駐：あり　〒 289-1733 千葉県
山武郡横芝光町栗山 540-1　

時：9:00-17:00 基本的に無休
駐：あり　〒 289-1738 千葉
県山武郡横芝光町鳥喰上1009

時：9:30-19:00　休：水　
駐：あり　〒 289-1727 千葉県
山武郡横芝光町宮川 2501-10　

時 :15:00-21:00 最終入店 19:30
駐：あり　〒 289-1727 千葉県
山武郡横芝光町宮川 4400-3

駐：あり　〒 289-1726 千葉県
山武郡横芝光町木戸 8954-1　

時：9:30-18:00　休：月 ( 毎月
第一火曜日、年末年始、特別整
理期間は休館 )　駐：あり
〒 289-1727 千葉県山武郡横芝
光町宮川 11917　

時：8:30-20:00, 冬季 8:30-19:30
休：毎月 5,20 日　駐：あり
〒 289-1727 千葉県山武郡横芝
光町北宮川 5628　

駐：なし　〒 289-1732 千葉県
山武郡横芝光町横芝 1516

時：9:30-18:00　駐：あり
〒 289-1715 千葉県山武郡横芝
光町芝崎 2357-2　

時：11:00-14:00, 17:00-22:00　
休：月　駐：あり　〒 289-1713
千葉県山武郡横芝光町小田部
604-1　

駐：あり　〒 289-1717 千葉県
山武郡横芝光町虫生 483　

時：11:30-15:00, 土日祝 11:30-
20:30 なくなり次第終了　
休：月　駐：あり　〒 289-1732
千葉県山武郡横芝光町横芝117-1

駐：あり　〒 289-1755 千葉県
山武郡横芝光町坂田池 1-1　

駐：あり　〒 289-1732 千葉県
山武郡横芝光町横芝 1390

お食事処　一條　　　TEL 0479-85-0028

定食や丼物はボリューム満点、お手頃価格でお腹いっ

ぱい食べられます。横芝光町産のフルーツトマトを

使った自家製ピザはテイクアウトも可能。

横芝光町立図書館　TEL 0479-84-3311

蔵書は39万冊。シアターでは週に一回映画の無料上映

会が開催されていて、勉強室や会議室などは町外の人

も同じように利用できます。

ひかり特産品直売所　　　TEL 0479-85-1373

野菜や果物に加え、花や植木も手に入る、地元の人で

賑わう直売所。

リカーショップ四方　　　TEL 0479-84-0161

豆腐などの大豆加工品をメインに、様々な地方のこだわ

りの逸品を販売しています。もちろんお酒もありますよ！

ハリカ横芝光　　　TEL 0479-82-5711

よこぴかプレートの作製にご協力いただきました！！

土屋輪店　TEL 0479-82-0247

町中を手軽に回れる自転車が，半日300円，1日500円，

1ヶ月2500円で借りられます。

広済寺

毎年8月16日には、重要無形民俗文化財に指定された

「鬼来迎」が開催されます。

星宮神社

近辺の住人たちで矢を放って一年を占う”おびしゃ”

が行われます。

二升屋　　　TEL 0479-82-8318

店長こだわりの濃厚つけ麺が人気のメニュー。スープを出

汁で割って最後まで楽しめます。お昼時の店内は大繁盛！　

ふれあい坂田池公園	 TEL 0479-82-7256

広大な坂田池を望みながらゆっくりするもよし、散歩

するもよし、思いっきり体を動かすもよし！子供用遊

具もあるので、子連れでも安心！

坂田城跡

「梅まつり」の会場となっている、県内最大級の梅林

があります。当時の地形も残っているので、よく目を

凝らして見ると面白いかも。

浅間神社	

森の中にひっそりとたたずむ鳥居と社に、思わず圧倒さ

れるでしょう。森の緑色と、鳥居の朱色の対比が神秘的。

弁天宮

住宅地の中に忽然と姿を現します。”日常のなかの非

日常”を味わいたい方にはピッタリです！

大宮神社

洗練された壁面彫刻や、味わい深い茅葺き屋根が特徴の本殿。

子安神社	

社の前にあるご神木は、まるで妊婦のような形。行く

までは大変ですが、安産祈願にご利益があります。知

る人ぞ知るスポットです。

木土台バス停

元タバコ屋さんの店先にあるバス停はレトロな雰囲気

が味わえて、撮影にぴったりのスポット。幻想的な写

真が撮れる夕方がオススメ！

千葉大学とチバテレ共同企画の「ここきて！よこぴかプロジェクト」

は、学生目線で横芝光町の “ いいところ ” を発見し、“ 横芝光町の魅力 ”

を伝えるプロジェクトです。「ここきて！よこぴかマップ」を作成し

掲示や配布すること、また活動中の様子をチバテレの番組内で放送

することで、より多くの方々が横芝光町を訪れたくなるきっかけを

作ることを目的としています。

私たち学生グループは、2017 年の２月から３月にかけて、横芝光町

を散策し、美味しいグルメスポットや、美しい風景が撮影できるフォ

トスポットなどを選出し、そのスポットを紹介する地図「ここきて！

よこぴかマップ」を作成しました。この地図は紙媒体の他、WEB か

らのダウンロードもできるようになっています。

誰でも簡単に閲覧や投稿ができるようにするために，「＃よこぴか」

という Instagram のハッシュタグを作成しました。このハッシュタ

グを検索すれば誰でもが横芝光町の魅力ある写真を閲覧でき、また、

投稿する写真にハッシュタグをつけるだけで，訪れた人が簡単に町

の魅力を発信することができるようになります。私たちが散策した

時に撮影した写真も実際に投稿しているので探してみてください！

おばこや　　　TEL 0479-84-1012

歯ごたえがあって美味しいモツ鍋，串焼きがお手頃価格

で楽しめる居酒屋。カウンター席で一人モツもできます！

みのり農場直売所　　　TEL 0479-74-3567

野菜・果物・鮮魚だけでなくケーキなどの洋菓子や揚

げ物などのお惣菜まで揃います。広い店内ではイート

イン可能。ハラール食品も置いてあります。

東総衛生組合光クリーンパーク　TEL 0479-84-0409		

天然芝の公園や、栗山川沿いも歩きやすいように整備

されています。ベンチもあるので、桜の時期にはお花

見するのも素敵かも。

小さなおやつ屋 blanc

町中に突如現れる小さなおやつ屋さん。シフォンケー

キが大人気！週に二日しかない営業日は、開店して数

時間で売り切れ必至！

房総食料センター 直売所なのはな　　TEL 0479-84-3334

店内はこぢんまりと落ち着いた雰囲気。地元でとれた

もち米を使用した「かきもち」はほんのり甘くオスス

メの一品！

アジア雑貨&ソウルフード shaka　　TEL 0479-85-6557	

ワンプレートの日替わりランチがお手頃価格で食べら

れます。店内にはたくさんのアジア雑貨が配置され、

雰囲気たっぷりです。

fu~fu~cafe　　　TEL 0479-82-2020

地元の食材を利用した、斬新なメニューが人気の秘密。

光が差し込む明るい店内は、カラフルな装飾もカワイイ！

LAHAINA　　　TEL 0479-71-4216

2016年 6月にオープンしたばかり。揚げたてのフリッ

ターチキンは外はさっくり中は柔らか。スモークピー

ナッツはお土産にも！

ギャラリー喫茶笑虎　　　TEL 0479-82-1716	

江戸時代末期の長屋をリノベーションした重厚な雰囲

気漂う店内で，作品を見ながら飲む珈琲は格別。ごは

んメニューもあります。

ほっこりごはん　くるり　　　TEL 0479-82-1520

ご当地名物の滋養飯をオシャレな雰囲気の店内で。他

に類をみない「究極の卵かけごはん」に惚れた！

とん亭　九十九　　　TEL 0479-82-0840

広い店内で、豚肉から海の幸まで地元料理を味わえま　　

す。名物の大木式ソーセージや地ハマグリを一品もの

で添えるのがオススメ！

屋形海水浴場

晴れた日には、太平洋へせり出す堤防から横芝光町に

沈んで行く夕日を望めます。夕日に煌めく海を背景に

するのもよし！

ナミキアイス工房　　　TEL 0479-82-1605

手作りアイスクリームは香料、着色料不使用で、地産

のサツマイモ・イチゴ・カボチャなど味も豊富。素材

の味が楽しめるミルクもオススメ！

# よこぴか

と

寺社

お食事

お買い物

ここきて！よこぴかプロジェクトって？

〒 289-1735 千葉県山武郡横
芝光町屋形 付近

〒 289-1717 千葉県山武郡横芝
光町虫生 404

〒 289-1754 千葉県山武郡横芝
光町坂田 534

〒 289-1707 千葉県山武郡横芝
光町新井付近

〒 289-1754 千葉県山武郡横芝
光町小堤付近

〒 289-1744 千葉県山武郡横芝
光町木土台付近

〒 289-1744 千葉県山武郡横芝
光町虫生付近

〒 289-1744 千葉県山武郡横芝
光町木土台付近

このプロジェクトとハッシュタグの存在を知ってもらうための「よ

こぴかプレート」を，「ここきて！よこぴかマップ」でご紹介してい

るお店に設置していただきました。

発行元 : ここきて！よこぴかプロジェクト

発行日 :2017/03/27

ここきて！よこぴかマップ

ダウンロードはこちらから

↓

学生たちが見つけた 

横芝光町のいいところ。
ここきて！よこぴかプロジェクト
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学生目線で発見した横芝光町の良いところをまとめたのが、

この「ここきて！よこぴかマップ」。

私たち自身が選んだ「よこぴかスポット」を、

”寺社”・”お買い物”・”お食事”に分類し、

魅力が最大限に伝わるように紹介しています。

横芝光町には

素敵なお店や風景がたくさんあります。

ぜひカメラを片手に、写真を撮りながら

横芝光町を楽しんでみてください。

ここきて ! よこぴか MAP

コンビニ

県道

国道

信号

プロジェクトメンバーからのコメント


