報道関係各位
平成 30 年 7 月 11 日
富士急行株式会 社
株式会社富士急ハイランド
中日本高速道路株式会社
はやたび

「速旅『富士急ハイランドアフタヌーンパスドライブプラン』」発売
～高速道路会社初！交通混雑を避けた高速道路のご利用を提案するドライブプラン～
富士急行株式会社（山梨県富士吉田市、取締役社長：堀内光一郎）と NEXCO 中日本（名古屋市中区、代表取締役社
みやいけ よしひと

長ＣＥＯ 宮池克人）は、平成 30 年 7 月 14 日（土）～9 月 24 日（月）
（※お盆の交通混雑期間を除く）の期間にご
利用いただける、中央道が定額で乗り放題となる高速道路周遊パスと富士急ハイランドを 14 時以降利用可能なアフ
タヌーンパスをセットにしたＥＴＣ車限定のドライブ旅行商品「速旅（はやたび）
『富士急ハイランドアフタヌーン
パスドライブプラン』
」を、7 月 11 日（水）から NEXCO 中日本公式 WEB サイトで発売します。
このプランは、富士急ハイランドのアトラクションをお楽しみいただきつつ、夕方から夜にかけての交通混雑
時間帯を避けて中央道をご利用いただくことを目的に販売するもので、このような交通混雑を避けた高速道路
のご利用をお客さまにご提案するドライブプランは高速道路会社初となります。
これからの行楽シーズンに「速旅『富士急ハイランドアフタヌーンパスドライブプラン』
」をぜひご利用いた
だき、日中は河口湖や富士山などの観光を、夜は富士急ハイランドをお楽しみいただき、交通混雑を避けた快適
なドライブ旅行をお楽しみください。
【NEXCO 中日本公式 WEB サイト】

http://hayatabi.c-nexco.co.jp/

【お客さま お問い合せ先】
NEXCO 中日本お客さまセンター（24 時間対応）
TEL

0120-922-229（フリーダイヤル）

※フリーダイヤルをご利用になれない場合 TEL 052-223-0333（通話料有料）

本件についての報道関係の皆さまからのお問い合わせは下記までお願いいたします。
中日本高速道路株式会社 広報室

TEL：03-5776-5255（直通）

株式会社富士急ハイランド

TEL：0555-23-2111

（１）「速旅『富士急ハイランドアフタヌーンパスドライブプラン』」概要
①商品内容
NEXCO 中日本の高速道路周遊パス（発着エリアから周遊エリアまでの往復と周遊エリア内の高速道路乗り
放題）と 14 時からご利用可能な富士急ハイランドのアフタヌーンパスがセットになったプランです。
＜プラン詳細＞ 5,200 円～6,600 円
・高速道路周遊パス（2,200 円～3,600 円）
・富士急ハイランドアフタヌーンパス（3,000 円/大人 1 名）
14 時から閉園までの時間、トーマスランドのアトラクションを含む全てのアトラクションにご乗車いた
だけるフリーパスです。※閉園時間は、日によって 19 時～22 時の間で変動します。
・
【特典】富士急ハイランド隣接施設『ふじやま温泉』でご利用いただける特別割引券
②ご利用期間
平成 30 年 7 月 14 日（土）～9 月 24 日（月）
※ただし、お盆の交通混雑期間（8 月 10 日（金）～8 月 16 日（木））を除きます。
番
号

ＮＥＸＣＯ中日本

高速道路周遊パス

発着エリア

周遊エリア

（道路名・対象区間）

（道路名・対象区間）

富士急
ハイランド

販売価格
普通車

ご利用

軽自動車等

日数

E20 中央自動車道
①

6,100 円

5,500 円

5,700 円

5,200 円

高井戸 IC、調布 IC、府中スマート IC
E20 中央自動車道
国立府中 IC、八王子 IC、相模湖 IC
②

E20 E 中央自動車道

アフタヌーン

C4 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）
上野原 IC～一宮御坂 IC

パス

八王子西 IC、高尾山 IC、相模原 IC

1 日間
E68 E 中央自動車道

（大人 1 名）

E1 東名高速道路 横浜町田 IC、厚木 IC
大月 JCT～河口湖 IC

3,000 円

E1A 新東名高速道路 厚木南 IC
③

C4 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）

6,600 円

寒川北 IC、寒川南 IC、海老名 IC
圏央厚木 IC、相模原愛川 IC

往路（１回）

復路（１回）

5,900 円

（２）ご利用方法
①プランのお申し込み
・ご利用開始日の前日までに NEXCO 中日本公式 WEB サイトからお申し込みください。
http://hayatabi.c-nexco.co.jp/
・ご利用開始日の前月の 1 日から受付を開始します。
②富士急ハイランド入園までの流れ
・お申し込み完了後、
「申込確認書」をご登録いただいたメールアドレスにお送りしますので、印刷いただ
くかスマートフォン・タブレットの画面に表示いただき、運転免許証などの身分証明書と併せて、中央自
動車道 談合坂サービスエリア（SA）下り線のコンシェルジュにご提示いただくと、
「富士急ハイランドア
フタヌーンパス引換券」をお渡しします。
・その引換券を富士急ハイランドの入園窓口にご提示いただき「アフタヌーンパス」をお受け取りの上、ご
入園ください。
※「申込確認書」を直接、富士急ハイランドでご提示いただいても「アフタヌーンパス」はお引き換えいた
だけませんので、ご注意ください。
※富士急ハイランド隣接施設『ふじやま温泉』で利用できる「特別割引券」は、談合坂 SA（下り線）のコン
シェルジュでお受け取り下さい。
※プラン人数よりも多い人数でご入園される場合は、富士急ハイランドのチケット販売窓口で、別途アフタ
ヌーンパスをご購入ください。
※富士急ハイランドの詳細は下記からご確認ください。
https://www.fujiq.jp/

（３）その他
・本プランは ETC の普通車・軽自動車等（二輪車含む）限定です。
・ETC 車（普通車・軽自動車等）であればレンタカーでもご利用になれます。
・ETC コーポレートカードではお申し込みいただけません。

■お得なご利用例
発着エリア番号：③横浜町田 IC からの利用の場合（平日・普通車利用）
横浜町田 IC ⇒ 【談合坂 SA（下り線）…コンシェルジュで引換券と交換）】
⇒ 河口湖 IC ⇒【昼間:河口湖や富士山を観光】
⇒【遅めの午後から富士急ハイランドへ。アフタヌーンパスでアトラクションを満喫！】
⇒ 河口湖 IC ⇒ 横浜町田 IC
○通常料金：9,140 円
・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）

：6,140 円

・アフタヌーンパス（大人１名）

：3,000 円

○富士急ハイランドアフタヌーンパスドライブプラン

：6,600 円

お得額 2,540 円

【富士急ハイランド データ】
■営業時間 9：00～18：00（季節により異なります。詳しくは WEB サイトをご覧ください）
■休 園 日 8、9 月は無休
■料

金 入 園 料：おとな（中学生以上）1,500 円／こども(3 才～小学生)900 円
※7 月 14 日（土）より入園料無料。
フリーパス（7 月 13 日まで）
：
おとな 5,700 円／中高生 5,200 円／こども（3 歳以上） 4,300 円
フリーパス（7 月 14 日より）
：
おとな 5,700 円／中高生 5,200 円／こども（7 歳以上）4,300 円／
幼児（1 歳以上）
・シニア（65 歳以上）2,000 円

■交

通

車 ／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約 90 分
バス／新宿から高速バスで約 100 分、富士急ハイランド下車
東京駅から高速バスで約 110 分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等、30 ヶ所以上から直通バス運行中
電車／JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗換富士急ハイランド駅下車
大月駅から約 50 分

■お問い合せ 山梨県富士吉田市新西原 5-6-1 TEL：0555-23-2111
富士急ハイランド
https://www.fujiq.jp/

