平成２９年１０月１１日
東日本高速道路株式会社関東支社
東京湾横断道路株式会社

【東京湾アクアライン 20 周年記念】
海ほたる PA から出航する“初”のクルージングツアーを実施します！
～空と海に囲まれた「風の塔」に上陸しよう～
（東京駅鍛冶橋駐車場バス発着 日帰りツアー）
ＮＥＸＣＯ東日本関東支社（埼玉県さいたま市）及び東京湾横断道路株式会社（東京都品
川区）では、東京湾アクアライン（以下「アクアライン」という。
）及び海ほたるパーキング
エリア（以下「海ほたる PA」という。
）が平成 29 年 12 月 18 日で開通・開業から２０周年を
迎えることを記念し、海ほたる PA からクルーザーに乗船する“初”のツアーを実施します。
日頃立ち入ることができない、空と海に囲まれた爽快な景色が広がる「風の塔」に上陸で
きるチャンスを是非ともお見逃しなく！
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海ほたる PA からクルーザーに乗船し、東京湾の眺望
やアクアラインを観覧しながら、
「風の塔」へ。

平山郁夫氏・澄川喜一氏が景観設計を手がけた東京湾
に浮かぶ「風の塔」に上陸。日頃は立ち入りできない
場所です。

海ほたる PA に接岸し、
乗船するクルーザー

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。

１．お楽しみのポイント
本ツアーでは、普段は船が接岸することのない「海ほたる PA」からクルーザーに乗船いた
だき、海の上から、滑らかにデザインされたアクアラインの橋脚「アクアブリッジ」を間近
に望みつつ、東京湾に浮かぶ人工島「風の塔」に上陸します。
「風の塔」に上陸すると、空と
海に囲まれた爽快な景色をお楽しみいただけます。
このほか、クルーザーの中や風の塔中央に建つマリンストライプの塔内において、アクア
ラインの建設過程をはじめ、
「風の塔」の役割や不思議な造形の理由など、一般にはあまり知
られていないアクアラインの建設や構造上の工夫等を映像で放映いたします。
ご参加いただいた方には、海ほたる PA 内の人気店「ぽるとがる Cafe」のメロンパン引換券
とアクアライン 20 周年の記念品をプレゼントします。また、ツアーの最後に、海ほたる PA
でのお買い物やお食事をお楽しみいただけます。
２．ツアー概要

海ほたる PA
風の塔

（１）出発日： 平成 29 年 11 月 19 日（日）
、11 月 24 日（金）、11 月 25 日（土）、
12 月 3 日（日）
（２）時 間：各出発日の 12:15～18:15 頃
（３）日 程：
予定時間

内 容

12:15

東京駅鍛冶橋駐車場 集合

12:30

東京駅鍛冶橋駐車場 バス出発

13:30

海ほたる PA 到着・バス下車

13:50～14:00

海ほたる PA からクルーザーに乗船、出航
クルーザー内から東京湾の景色やアクアラインを眺望したりアク
アライン建設時の映像をお楽しみいただきます。

14：30

風の塔に到着
空と海に囲まれた眺望や写真撮影をお楽しみいただくほか、
「風の
塔」の役割や不思議な造形の理由など建設時の映像を上映します。

15:30～15:40

風の塔からクルーザーに乗船、出航

16:00

海ほたる PA 帰港・下船
海ほたる PA 内で、お買い物やお食事（自由行動）

17:00

バス集合

17:10

海ほたる PA 出発

18:15 頃

東京駅周辺到着・解散（交通状況により前後することがあります）

（４）定 員： 各出発日ごとに、80 名様（最少催行人数 60 名様）
※小学生以上の方に限ります。また、18 歳未満の方は保護者の同伴が必
要です。

（５）旅行代金 ：おひとり様 3,780 円（消費税込）
（小学生以上同額）
※20 周年記念特別価格とさせていただきました。
（６）添乗員： 添乗員が同行します。
（７）プレゼント：参加者には、海ほたる PA 内の人気店「ぽるとがる Cafe」のメロンパン
（引換券）をおひとり様 1 個とアクアライン 20 周年の記念品をプレゼ
ントします。
※出発日の前日正午までに、出発日当日の天候や波浪の状況等の予報をもとに、催行の
判断をし、不催行の場合にはあらかじめいただいた連絡先にお知らせします。また、
出発日当日の天候や波浪の状況等により急きょ中止する場合がありますのであらかじ
めご了承ください。
※ご参加の条件等の詳細は、下記お申し込み先のＷＥＢサイトからご確認ください。
３．お申し込み方法
ＮＥＸＣＯ東日本オフィシャルＷＥＢサイト「ドラぷらの旅」の申込ページからお申し込
みください。
（申込ページ⇒http://tabihatsu.jp/e-nexco/program/97332.html）
※お電話でのお申込みは受け付けていません。また、この資料では、本ツアーの申し込みを

受け付けていません。必ず、上記ＷＥＢサイトからお申し込みをお願いします。

参考資料
東京湾アクアライン及び海ほたるパーキングエリアの２０周年を記念して現在展開して
いる各種企画及び今後の予定している企画は以下のとおりです。
＜参考Ⅰ＞現在展開中のイベントやキャンペーン、企画等
１．NEXCO 東日本のオフィシャルサイト「ドラぷら」内に、「アクアライン 20 周年記念サイ
ト」を開設しています（http://www.driveplaza.com/special/aqualine20th/）。東京湾
を道路でつなぐために集結したさまざまな技術や 20 周年を記念した各種イベントやキ
ャンペーン等に関する情報を随時お知らせしています。
２．FM ラジオ番組「NEXCO 東日本 presents

Aqua

Line Party」を FM ヨコハマにおいて毎

週日曜日 11：43～11：57 絶賛放送中です。東京湾アクアライン 20 周年記念アンバサ
ダーの秋元才加さんと東京湾アクアライン 20 周年記念ナビゲーターの小泉みゆきさん
が番組ＤＪとして、千葉県等の観光情報、アクアライン・海ほたる PA の魅力、20 周年
を記念した各種イベントやキャンペーン等を情報発信します。
３．海ほたる PA と千葉房総地域の観光・レジャー施設を巡る「海ほたるくんと海ほたるち
ゃんを探そう！」スタンプラリーを平成 29 年 10 月 1 日（日）から平成 30 年 2 月 28 日
（水）まで開催しています。スタンプ設置施設にはデザインの異なる全 10 種類の海ほ
たるくん・海ほたるちゃんのスタンプを設置し、スタンプを集めてご応募いただくと、
抽選によりアクアラインの探検や素敵なグッズ詰め合わせなどプレゼント賞品を差し上
げます。
詳細はプレスリリース（http://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release/kanto/h29/0928/）
をご覧ください。
４．海ほたる PA において、平成 29 年 9 月 1 日（金）から、「20th Technoligy Photo
Exhibition（20 周年記念

技術写真展）」を開催しています。巨大建築技術の全貌が写

真でわかる、アクアラインにまつわる写真展で
す。また、海ほたるからの景色やアクアラインの
美しい写真もご紹介しています。
５．海ほたる PA から出航する“初”の「クルージングツアー」への参加者を募集中です。ク
ルーザーでアクアラインを巡り、風の塔（東京湾に浮かぶ人工島）に上陸します。日頃
立ち入ることができない、空と海に囲まれた爽快な景色が広がる「風の塔」に上陸でき
るチャンスを是非ともお見逃しなく！
出発日：平成 29 年 11 月 19 日（日）
、24 日（金）、25 日（土）、12 月 3 日（日）
お申込みは、こちら（申込ページ⇒http://tabihatsu.jp/e-nexco/program/97332.html）

＜参考Ⅱ＞今後の予定
１．20 周年記念商品を海ほたる PA の店舗をはじめ、アクアライン周辺の SA・PA の店舗で販
売予定です。
《詳細未定》

販売開始時期：平成 29 年 10 月中旬頃～予定
２．ゴルフ場（千葉県内）と連携して、海ほたると連携ゴルフ場をご利用いただいた方等に、
抽選で素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施予定です。《詳細未定》
開催時期：平成 29 年 11 月頃～予定
３．アクアラインの建設から現在に至るまでの軌跡、アクアラインの開通がもたらしたさま
ざまな効果、海ほたる等に関する皆さまの思い出の写真・エピソードなど、
「写真・パネ
ル展」を開催予定です。
《詳細未定》
①開催時期：平成 29 年 11 月頃～予定
②開催場所：海ほたる PA４階フロア内のほか、千葉県内の各所
４．アクアライン・海ほたる PA を舞台とした「アニメーション動画」を制作し、20 周年記
念サイトや SA・PA のデジタルサイネージをはじめ、各種広告媒体に展開予定です。
《詳細未定》
５．「20th anniversary キャンペーン」を開催します。《詳細未定》
①開催期間：平成 29 年 11 月中旬～12 月中旬予定
②開催場所等：海ほたる PA 内４階・５階の各店舗でお客さま感謝キャンペーンを
行います。
６．「20th anniversary イベント」を開催します。《詳細未定》
①開催日：平成 29 年 12 月 17 日（日）予定
②開催場所等：海ほたる PA 内において、様々な催しを行います。
※詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

