
 

 

 

         「 ド ラ 割 『 南房総 フ リ ー パ ス 』 の発売について 」 

 

 

 

 

[名  称]  ドラ割『南房総フリーパス』 

[実施期間]  平成２８年１月８日（金）～３月２８日（月） 

[利用期間]  事前にお申込みされた連続する２日間 

（日帰りでのご利用もできます）。 

[対象車種]  ETC車限定 普通車または軽自動車等（二輪車含む） 

[適用区間]  乗り降り自由となる区間（周遊ｴﾘｱ図のとおり） 

館山道：市原IC～富津館山道路：富浦IC 

圏央道：市原鶴舞ＩＣ～ 

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ連絡道：木更津金田ＩＣ 

 [販売価格]  普通車 3,000円 

  軽自動車等 2,400円 

 ※東京湾ｱｸｱﾗｲﾝなど適用区間外の料金

は含まれません（別途通常の料金をお支

払いいただきます。） 

※ご利用方法によっては、割高になる場   

合がありますのでご注意ください。 

[お申込み]  ご利用開始前までにホームページ「ドラぷら」（PC版、モバイル版）よりお申し込みください。 

※お申込みは平成28年1月5日（火）から開始いたします 

 

     

 平成 ２８年  １月  ５日 

東日本高速道路株式会社 

関 東 支 社 

 ＮＥＸＣＯ東日本 関東支社（埼玉県さいたま市）は、千葉県南房総エリアの高速道路が定額で乗り降り

自由なドラ割『南房総フリーパス』を発売します。 

本商品は、早春の千葉県南房総エリアでの観光やグルメ探訪など、ギュッと詰まった千葉の魅力を発

見していただくことを目的として企画したドラ割となっており、各種の割引特典や観光施設の招待券などの

プレゼントも盛りだくさん！ 

首都圏から１時間ちょっとで行ける自然の宝庫へ出かけてみませんか！ 

・ 



 

 [ご利用特典] 便利でお得なプレゼント！！ 

●特典 その１  【ドラ割宿泊特典】 

ドラ割宿泊特典一覧（別紙）に掲載している、各宿泊施設へ直接、お電話でご予約いただき、

ドラ割をご利用のうえでご宿泊いただいたお客さまにうれしい特典や優待サービスをご用意！ 

※宿をインターネットで申し込みされた場合は【ドラ割宿泊特典】の対象外です。 

 

●特典 その２  サービスエリア・パーキングエリアで貰える【ドラ割特典】 

海ほたるＰＡ又は市原ＳＡ（上下線）で１，０００円以上お買いものいただくと 

○東京ドイツ村入場ご優待券 

○三井アウトレットパーク木更津スペシャルクーポン引換券 

○「ぽるとがる cafe」メロンパン引換券（海ほたるＰＡのみ） 

○市原ＳＡでご利用できる 200円分のお買物券 （市原ＳＡ（上下線のみ）） 

  をプレゼント。 

 

●特典 その３  東京湾フェリー（久里浜港～金谷港）が 20％割引【ドラ割特典】 

ドラ割を申し込まれたお客さま限定で、東京湾フェリー（久里浜港～金谷港）の料金が 20％

割引（ドラ割料金とは別料金） 

 

●特典 その４  観光やお買いもので使える優待特典【ドラ割特典】 

南房総フリーパスのご利用特典（別紙）に掲載している、観光・飲食施設等で使える特典や優

待サービスをご用意！  

 

●特典 その５  ご利用後アンケートにお答えいただいたお客さまへプレゼント【ドラ割特典】 

◆ＮＥＸＣＯ東日本創立１０周年記念 

ご利用後アンケートにお答えいただいたお客さまの中から、抽選で 15 名様に QUO カード

3,000円分をプレゼント。 

 

●さらに 

Ｅ－ＮＥＸＣＯ ＰＡＳＳでご利用いただいたお客さまにＥ－ＮＥＸＣＯポイントを 50Ｐプレゼント。 



 

 

 

 

 

 

資料 



 

 

  



 

 

１． 普通車で水戸ＩＣからご利用され、プラン例の周遊走行をご利用いただいた場合 

 １日目：水戸IC ～（つくばJCT～大栄JCT～宮野木JCT経由）～ 周遊ｴﾘｱ内観光 

２日目：周遊エリア内観光 ～（宮野木JCT～大栄ICT～つくばJCT経由）～水戸IC 

 

【平日の２日間の場合】 

（水戸 IC→木更津東 IC） （木更津東 IC→富浦 IC） （富浦 IC→富津中央 IC） 

5,230円   ＋   1,750円   ＋   1,030円 

（富津中央 IC→袖ヶ浦 IC） （袖ヶ浦 IC→水戸 IC） 

＋    810円    ＋   5,140円 ＝ 通常の料金 13,960円（※1）のところ、 

（周遊エリア外の料金《水戸 IC→市原 ICの往復》） （ドラ割料金） 

4,520円×2         ＋ 3,000円 ＝ 12,040円！ 

 

 

 

 

 

【土日祝日の２日間の場合】 

（水戸 IC→木更津東 IC） （木更津東 IC→富浦 IC） （富浦 IC→富津中央 IC） 

4,030円   ＋   1,220円   ＋    720円 

（富津中央 IC→袖ヶ浦 IC） （袖ヶ浦 IC→水戸 IC） 

＋    570円    ＋   3,980円 ＝ 通常の料金 10,520円（※2）のところ、 

（周遊エリア外の料金《水戸 IC→市原 ICの往復》） （ドラ割料金） 

3,550円×2         ＋ 3,000円 ＝ 10,100円！ 

 

 

 

 

 

※1平日の通常の料金は、ETC通常料金で計算しています。 

※2土日祝日の通常の料金は、休日割引（地方部 30％）料金で計算しています。 

 

  

1,920 円のお得！！ 

420円のお得！！ 



 

 

２．普通車で湾岸市川ＩＣからご利用され、プラン例の周遊走行をご利用いただいた場合 

１日目：湾岸市川IC ～（宮野木JCT）～ 周遊ｴﾘｱ内観光 

２日目：周遊エリア内観光 ～（宮野木ＪＣＴ）～ 湾岸市川IC】 

 

【平日の２日間の場合】 

（湾岸市川 IC→木更津東 IC） （木更津東 IC→富浦 IC） （富浦 IC→富津中央 IC） 

2,050円     ＋    1,750円   ＋    1,030円 

（富津中央 IC→袖ヶ浦 IC） （袖ヶ浦 IC→湾岸市川 IC） 

＋    810円     ＋   1,980円 ＝ 通常の料金 7,620円（※1）のところ、 

（周遊エリア外の料金《湾岸市川 IC→市原 ICの往復》） （ドラ割料金） 

1,290円×2           ＋ 3,000円 ＝ 5,580円！ 

 

 

 

 

 

【土日祝日の２日間の場合】 

（湾岸市川 IC→木更津東 IC） （木更津東 IC→富浦 IC） （富浦 IC→富津中央 IC） 

1,700円     ＋    1,220円   ＋    720円 

（富津中央 IC→袖ヶ浦 IC） （袖ヶ浦 IC→湾岸市川 IC） 

＋    570円     ＋   1,660円 ＝ 通常の料金 5,870円（※1）のところ、 

（周遊エリア外の料金《湾岸市川 IC→市原 ICの往復》） （ドラ割料金） 

1,170円×2           ＋  3,000円 ＝ 5,340円！ 

 

 

 

 

 

※1平日の通常の料金は、ETC通常料金で計算しています。 

※2土日祝日の通常の料金は、休日割引（地方部 30％）料金で計算しています。 

  

2,040 円のお得！！ 

530円のお得！！ 



 

 

【実施期間及び利用期間】 

 

 

  

 

●ご利用開始日カレンダー  

 

 上記カレンダーのうち、黄色に着色された日付がご利用開始日です。 

 

【対象車種】 

  ETC車限定 普通車または軽自動車等（二輪車含む） 

 

【販売価格】 

 普通車 ３，０００円  軽自動車等 ２，４００円 

※適用区間外の料金は含まれません。 

※周遊エリア外からご利用の場合、往路、復路の「周遊エリア」境界ICまでの間は別途通

常の料金をお支払いいただきます 

※ご利用方法によっては、ドラ割「南房総フリーパス」が割高になる場合がありますのでご

注意ください。 

○ドラ割ご利用の際には、ETC レーンでの料金表示、利用照会サービス（登録不要型）および

車載器では通常の料金をご案内いたしますが、ドラ割対象の全走行を一つにまとめて、ドラ

割料金で請求させていただきます。 

○ドラ割が適用された走行は平日朝夕割引の利用回数にカウントされません。 

○首都高速や千葉県道路公社が管理する有料道路はドラ割の対象外です。 

 

  

 

1/8-3/28の連続する２日間エリア内の高速道路が乗り降り自由に！ 

 

 



 

【適用区間】 

 以下の図の周遊エリア内が乗り降り自由となります。 

  

 
 

※周遊エリア内末端 IC（市原 IC、市原鶴舞 IC、木更津金田 IC）に至るまでの料金については本

商品の対象外となります。 

※東京湾ｱｸｱﾗｲﾝは別料金となり、ドラ割の対象外です。 

※首都高速、千葉県道路公社が管理する有料道路はドラ割の対象外です。 

  



 

・ご注意（対象外になる例） 

 

 

 

 

①周遊エリアに入るまでの料金は含まれません。 

 

 

湾岸市川 IC      市原 IC         富浦 IC 

 

湾岸市川 IC-市原 IC分は周遊エリア外料金です。市原 IC-富浦 IC分はドラ割料金です。 

 

②通過してしまうとエリア内分も適用外です。 

 

 

湾岸市川 IC     市原 IC        市原鶴舞 IC      茂原長南 IC    

 

途中、周遊エリア内を通過しても、市原 IC-市原鶴舞 ICの全区間がドラ割の対象となりません。 

 

③一度周遊エリアから出るご利用があった場合、エリア外の区間の走行料金は別途通常料金と

してお支払いいただきます。 

 

 

木更津金田 IC    市原 IC      湾岸市川 IC 

 

木更津金田 IC-市原 IC分はドラ割料金です。市原 IC-湾岸市川 IC分は周遊エリア外料金です。 

 

【お申込み】 

 ご利用前開始前までにホームページ「ドラぷら」（PC版、モバイル版）でお申し込みください。 

※お申込み開始日は平成２８年１月５日（火）です。 

 

 

対象となる高速道路のご利用は申込をされた連続する２日間での「周遊エリア内」の高速道

路の利用となります。 

※以下のご利用にご注意ください。 

周遊エリア外 周遊エリア内 

周遊エリア外 周遊エリア外 周遊エリア内 

周遊エリア内 周遊エリア外 



 

【ご利用方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご利用特典】 

●特典 その１  【ドラ割宿泊特典】 

ドラ割宿泊特典一覧（別紙）に掲載している、各宿泊施設にドラ割をご利用のうえご宿泊いた

だいたお客さまにうれしい特典や優待サービスをご用意！※宿をインターネットで申し込みされ

た場合は【ドラ割宿泊特典】の対象外です。 

 

●特典 その２  サービスエリア・パーキングエリアで貰える【ドラ割特典】 

海ほたるＰＡ又は市原ＳＡ（上下線）で１，０００円以上お買いものいただくと 

○東京ドイツ村入場ご優待券 

○三井アウトレットパーク木更津スペシャルクーポン引換券 

○「ぽるとがる cafe」メロンパン引換券（海ほたるＰＡのみ） 

○市原ＳＡでご利用できる 200円分のお買物券 （市原ＳＡ（上下線のみ）） 

をプレゼント。 

 

●特典 その３  東京湾フェリー（久里浜港～金谷港）が 20％割引【ドラ割特典】 

ドラ割を申し込まれたお客さま限定で、東京湾フェリー（久里浜港～金谷港）の料金が 20％

割引（ドラ割料金とは別料金）になります。 

 ＜料金例＞ 

   車両の長さが４ｍ以上５ｍ未満の自動車で大人２人、小人２人でご利用の場合 

    自動車航送運賃（運転者１人の旅客運賃を含む） ３，９９０円 

    大人１人の旅客運賃（運転者以外）             ７２０円 

    小人２人の旅客運賃（３６０円×２人）          ７２０円     

                  通常の運賃の合計   ５，４３０円 

                【ドラ割特典】特典料金       ４，３５０円 

…２0％割引 １，０８０円お得！ 

■東京湾フェリー 久里浜港：046-835-8855 

■東京湾フェリー 金谷港：0439-69-2111 

①ドラぷらから申し込む 

②周遊エリア内の高速道路をご利用♪ 

 ２日間何度でも乗り降り自由 

③後日カード会社から請求 



 

●特典 その４  観光やお買いもので使える優待特典【ドラ割特典】 

南房総フリーパスのご利用特典（別紙）に掲載している、観光・飲食施設等で使える特典や優

待サービスをご用意！  

 

●特典 その５  ご利用後アンケートにお答えいただいたお客さまへプレゼント【ドラ割特典】 

◆ＮＥＸＣＯ東日本創立１０周年記念【ドラ割特典】 

ご利用後アンケートにお答えいただいたお客さまの中から、抽選で 15 名様に QUO カード

3,000円分をプレゼント。 

 

●さらに 

Ｅ－ＮＥＸＣＯ ＰＡＳＳでご利用いただいたお客さまにＥ－ＮＥＸＣＯポイントを 50Ｐプレゼント。 

 

【特典の取扱いについて】 

◆各特典のご利用方法 

 ※全ての特典の利用可能日は、ドラ割利用日に限ります。 

●特典 その１ 

宿泊施設へ直接、お電話でご予約ください。インターネット申込は【ドラ割宿泊特典】の対象外

です。その際、ドラ割「南房総フリーパス」ご利用の旨をお申し出ください。 

また、特典（別紙：ドラ割宿泊特典一覧を参照）の利用に際しては、チェックイン時に「お申込

み内容お知らせメールを印刷したもの」または、携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は、

「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」を呈示ください。 

●特典 その２ 

海ほたるPA、市原SA(上下線)の各施設にて、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」

または、携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は、「お申込み内容お知らせメールの携

帯画面」を呈示し、あわせて当日のお買い上げ金額が 1,000 円以上（合算可）のレシートを呈示

していただくことで特典（別紙：SA・PAのドラ割一覧を参照）がご利用になれます。 

●特典 その３ 

東京湾フェリー乗船にあたっては、東京湾フェリーは自動車航送でご利用ください（旅客のみ

のご利用では適用になりません）。 

また、あらかじめ本ドラ割お申込みの際に NEXCO 東日本からお送りする「お申込み内容お知

らせメール」を印刷したもの（モバイル版でお申し込みの場合は携帯電話・スマートフォン等）を持参

され、久里浜港または金谷港のきっぷうりばにて呈示してください。利用期間内に本ドラ割をご利

用いただいていることを確認のうえ【ドラ割特典】での乗船券を発売します。なお、東京湾フェリー

には事前予約の取扱いはありません。 

●特典 その４ 

「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または、携帯電話・スマートフォンからお申込

みの場合は、「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」を呈示することにより、各施設で優待

サービス（別紙：南房総フリーパス特典一覧を参照）をご提供します。 



 

 

◆特典２の受取場所 

○東京ドイツ村入場招待券・三井アウトレットパーク木更津スペシャルクーポン引換券は、海

ほたる PAのインフォメーション又は市原 SA(上下線)のショッピングコーナーにてお受け取り

いただけます。 

○「ぽるとがる cafe」メロンパン引換券（海ほたるＰＡのみ）は、海ほたるＰＡのインフォメーション

にてお受け取りいただけます。（引換券で、海ほたるＰＡ内「ぽるとがる cafe」にてメロンパン 1

個と引き換えできます。） 

○市原ＳＡでご利用できる 200円分のお買物券 （市原ＳＡ（上下線のみ））は、市原ＳＡのシ

ョッピングコーナーにてお受け取りいただけます。 

  

※全て１申込につき、１回限りとなります。 

 


