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                      Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                

２０２１年 ７月 ６日 

京成電鉄株式会社 

船橋～千葉(現 京成船橋～千葉中央)間が 
開業１００周年を迎えます 

２０２１年７月１７日（土） 

  

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：小林 敏也）では、船橋～千葉（現 京成  

船橋～千葉中央)間が、２０２１年７月１７日（土）に開業１００周年を迎えます。 
 
１９０９年６月３０日に設立された当社は、押上～市川（現 江戸川）間、曲金（現  

京成高砂）～柴又間の第１期線の開業を皮切りに、段階的に千葉県内へ延伸し、   

１９２１年７月１７日に船橋～千葉間の開業へ至りました。 
 
これまで当初８駅で開業した同区間は、時代の移り変わりとともに新たな駅の開業や

移転など、地域社会の発展とともに歩んでまいりました。 
 
京成電鉄では、今後もご利用のお客様や地域の皆様のために、安全・安心かつ便利

で快適なサービスを提供できるよう努めてまいります。 
 
開業１００周年に合わせ、７月１７日（土）より以下の記念施策を実施します。 
 
 
１．記念ヘッドマーク掲出車両の運行 

２．「船橋～千葉間開業１００周年記念乗車券」の発売 

３．記念横断幕の掲出 

４．記念駅巡りスタンプラリーの実施 

５．「船橋～千葉間開業１００周年記念グッズ」の販売 

６．スマートフォンアプリ「トレすごタウン」コラボ企画の実施 

７．特別ツアー「スカイライナー＆ヘッドマーク車両で行く！船橋～千葉開業１００ 

周年の旅」の開催 
 

 

各施策の詳細は次項の通りです。 
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船橋～千葉間開業１００周年 記念施策について 
 

１．記念ヘッドマーク掲出車両の運行 
 
（１）掲出車両  ３０００形 １編成 
 
（２）運行期間  ２０２１年７月１７日（土）～１２月３１日（金） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「船橋～千葉間開業１００周年記念乗車券」の発売 
 
（１）名 称  「船橋～千葉間開業１００周年記念乗車券」 
 
（２）販売期間  ２０２１年７月１７日（土）～１２月３１日（金） ※売り切れ次第終了 
 
（３）部 数  限定５，０００部 
 
（４）価 格  １，０００円（税込） 
 
（５）有効区間  ・大神宮下から１４０円区間 

（５）有効区間  ・谷津から１４０円区間 

（５）有効区間  ・京成津田沼から１４０円区間 

（５）有効区間  ・京成幕張から１４０円区間 

（５）有効区間  ・検見川から１４０円区間 

（５）有効区間  ・京成稲毛から１４０円区間 

（５）有効区間  ・千葉中央から１６０円区間 

（５）有効区間  ※京成船橋～千葉中央間開業当初の駅を選定 

（５）有効区間  ※いずれも大人運賃 
  
（６）有効期間  ２０２１年７月１７日（土）～１２月３１日（金）の期間中、１回限り有効 
 
  

記念ヘッドマークデザイン 
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（７）発売箇所  京成線２０駅の窓口 

７．発売箇所 【東京都内】京成上野駅、日暮里駅、千住大橋駅、押上駅、青砥駅、 

７．発売箇所 【東京都内】京成高砂駅、京成金町駅 

７．発売箇所 【千葉県内】市川真間駅、京成八幡駅、東中山駅、京成船橋駅、 

７．発売箇所 【東京都内】京成津田沼駅、八千代台駅、勝田台駅、京成佐倉駅、 

７．発売箇所 【東京都内】京成成田駅、空港第２ビル駅、京成稲毛駅、京成千葉駅、 

７．発売箇所 【東京都内】学園前駅 
 
（８）ご利用方法  有人改札をご利用ください。※自動改札機はご利用いただけません。 
 
（９）払いもどし  汚損等なく、未開封かつ有効期限内に限り、発売取扱箇所にて 

９．払いもどし   手数料（２２０円）を差し引いた金額を払いもどします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３．記念横断幕の掲出 
 
（１）掲 出 駅  計８駅 

（１）掲 出 駅  京成船橋駅、大神宮下駅、谷津駅、京成津田沼駅、京成幕張駅、 

（１）掲 出 駅  検見川駅、京成稲毛駅、千葉中央駅を合わせた計８駅 

 

（２）期 間  ２０２１年７月１７日（土）～当面の間 

 

 

 

 

 

 

 

  

記念乗車券デザイン 

横断幕デザイン 
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４．記念駅巡りスタンプラリーの開催 
 
（１）開催期間  ２０２１年７月１７日（土）～８月３１日（火） 
 
（２）参 加 費  無料 

※スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。 
 
（３）賞 品  オリジナルアクリルキーホルダー 抽選で１００名様にプレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）参加方法  ① 京成線各駅で配布しているスタンプ台紙を入手 

② スタンプ台紙に以下８駅に設置されているスタンプを押印 

③ 全てのスタンプが押印された台紙を撮影し、特設サイトにて応募 

【スタンプ設置場所】 

京成船橋駅、大神宮下駅、谷津駅、京成津田沼駅、京成幕張駅、 

検見川駅、京成稲毛駅、千葉中央駅 

 
 
（５）注意事項  ・ご応募にあたっては、応募規約へのご同意をお願いします。 

・賞品の発送は日本国内に限定させていただきます。 

・当選の発表は、発送をもって代えさせていただきます。 

・応募完了の有無、当選確認に関するお問い合わせは一切お受け 

できません。 

・賞品の他人への譲渡や換金・換品、転売等は固く禁止させていただ 

きます。 

・キャンペーンの内容は予告なく変更となる場合がございます。 

・ご提供いただいた個人情報は、賞品の抽選・発送のみに使用し、 

他の目的で使用することはありません。なお、賞品の発送に伴い、  

ご応募の個人情報は利用目的の範囲内で第三者（業務委託先）へ 

提供する場合があります。 

（ご応募をもって個人情報ご提供への同意とさせていただきます。） 

 ※その他、詳細については特設ホームページをご確認ください。 

 

 

アクリルキーホルダー 
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５．「船橋～千葉間開業１００周年記念グッズ」の販売 
 
（１）内 容  ① クリアファイル 

          ② ソフトポーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）価 格  ① クリアファイル ３００円（税込） 

          ② ソフトポーチ  ５００円（税込） 

 

（３）発 売 日  ２０２１年７月１７日（土） 

 

（４）発売店舗  京成線沿線のＦａｍｉｌｙＭａｒｔの一部店舗 

京成上野駅店／日暮里駅構内店／町屋駅店／お花茶屋駅店／ 

押上駅店／京成曳舟駅構内店／八広駅前店／京成四ツ木駅店／ 

葛飾立石六丁目店／青砥駅店／京成高砂駅店／柴又駅前店／ 

京成金町駅店／京成八幡駅前店／京成西船駅前店／ 

京成船橋駅前店／ネクスト船橋店／京成船橋駅下りホーム店／ 

船橋競馬場駅店／京成谷津駅前店／京成津田沼駅構内店／ 

実籾駅店／京成八千代台駅構内店／勝田台駅店／京成志津駅店／ 

ユーカリが丘駅店／うすい駅店／京成佐倉駅構内店／ 

公津の杜駅店／成田店／空港第２ビル駅店／成田空港駅店／ 

京成幕張本郷駅店／京成千葉駅店／千葉中央駅店／ 

ちはら台駅店／東松戸駅店／新鎌ヶ谷駅店／ 

千葉ニュータウン中央駅店／印西牧の原駅店 

 

（５）注意事項   ・各店舗数量限定での販売を予定しており、お取り寄せやお取り置き

等は原則ご対応いたしかねます。 

また、他店舗における各商品の在庫状況等についてのお問い合わ 

せは一切お受けいたしかねます。 

・数量限定のため、購入数量等に制限を設けさせていただくことが 

ありますのであらかじめご了承ください。 

（各店舗にてご案内します） 

その他ご不明な点につきましては、発売日以降に各取扱店舗まで 

お問い合わせください。なお、発売日前のお問い合わせにはご対応 

いたしかねます。（駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください） 
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６．スマートフォンアプリ「トレすごタウン」コラボ企画の実施 
 
（１）内 容  スマートフォンアプリ「トレすごタウン」にて、１００年前の千葉線走行車両 

や駅舎等の記念オブジェクト配布キャンペーン実施 
 
（２）実施期間  ２０２１年７月１７日（土）～１２月３１日（金） 
 
（３）参加方法  詳細は、トレすごタウン公式ＨＰ「お知らせ」を参照ください。 

           https://toresugo-town.com/ 

 

【参考】スマートフォンアプリ「トレすごタウン」について 

「トレすごタウン」は、「毎日の移動をもっと楽しく！」がコンセプトのスマートフォン向け 

位置情報＋街づくりゲームです。 

 鉄道各社の駅を訪れチェックインし、無料ガチャでご当地の観光名所や建物を集め、

自分だけの街「マイタウン」を発展させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://toresugo-town.com/
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７．特別ツアー「スカイライナー＆ヘッドマーク車両で行く！船橋～千葉開業１００周年 

の旅」開催 

京成グループの京成トラベルサービス主催で、船橋～千葉間開業１００周年に併せ、

２０２１年７月１７日（土）に「スカイライナー＆ヘッドマーク車両で行く！船橋～千葉開業

１００周年の旅」を開催します。 

 

（１）開催日  

２０２１年７月１７日（土） 

（２）行程 

９：００頃 京成上野駅 出発 

→スカイライナー「ＡＥ形」臨時列車で千葉中央駅へ 

→京成ホテルミラマーレで映像鑑賞、昼食 

１２：２０頃 千葉中央駅 出発 

１２：５０頃 京成船橋駅 到着・解散 

（３）主な企画 

・スカイライナー「ＡＥ形」が普段は走行しない京成千葉線を走行 

・京成ホテルミラマーレにて昔懐かしい京成電鉄の画像・映像をご鑑賞 

・京成ホテルミラマーレにて、千葉県産の食材を使用した「千産千消」スペシャル 

ランチの昼食付 

・船橋～千葉間開業１００周年記念ヘッドマーク付車両内で、かつて運行していた種 

別「快速」に併せた自動放送を再現（千葉中央～京成津田沼間） 

・同日に発売開始となる「船橋～千葉間開業１００周年記念乗車券」を進呈 

・参加記念証明書へのダッチングマシーン体験をご用意 

・京成グループオリジナルグッズ販売（※鉄道部品の販売はありません） 

（４）旅行代金（お一人様） 

大人 ７，０００円  小人 ５，０００円 

※「小人」は、３歳以上小学生以下のお客様になります。中学生以上のお客様は 

大人料金となります。 

 

詳しくは京成トラベルホームページをご覧ください。 

【京成トラベルＨＰ】https://keiseitravel.co.jp 

 

以 上 

  

https://keiseitravel.co.jp/
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【参考】京成船橋～千葉中央間の歴史 

１９０９年１６月３０日  京成電気軌道株式会社を設立 

 

１９２０年１０月      船橋（現 京成船橋）駅～千葉（現 千葉中央）駅間 着工 

１９２１年１７月１７日  船橋駅～千葉駅間 開業 

１９２２年１３月１８日  千葉海岸（現 西登戸）駅開業 

１９２３年１２月２２日  浜海岸（現 みどり台）駅開業 

１９２３年１７月２４日  新千葉駅開業 

１９２７年１８月２１日  花輪（現 船橋競馬場）駅開業 

１９６７年１５月２４日  新千葉駅～京成千葉（現 千葉中央）駅間 高架化 

１９６７年１２月１１日  国鉄千葉駅前（現 京成千葉）駅開業 

１９９１年１８月  ７日  京成幕張本郷駅開業 

２００４年１１月２７日  京成船橋駅～大神宮下駅間上り線高架化 

２００６年１１月２５日  京成船橋駅～大神宮下駅間下り線高架化 

 

２０２１年１７月１７日  京成船橋駅～千葉中央駅間開業１００周年 

 

 

１９２６年当時の千葉方面路線図 

昭和中期の千葉海岸駅（現 西登戸駅） 

昭和中期の津田沼駅（現 京成津田沼駅） 


