2018 年 7 月 20 日

普段は歩けない明石海峡大橋をウォーキング
神戸淡路鳴門自動車道全通 20 周年記念

「明石海峡大橋 海上ウォーク」
7 月 20 日(金)より WEB にて参加申込受付開始
株式会社ＪＴＢ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：髙橋広行）と本四道
路活用イベント実行委員会は、2018 年 8 月 31 日（金）・9 月 1 日（土）に「神戸
淡路鳴門自動車道全通 20 周年記念 明石海峡大橋 海上ウォーク」を開催し、
7 月 20 日（金）から参加申込受付を開始します。
「明石海峡大橋 海上ウォーク」では、神戸・舞子から淡路島まで普段は立ち
入ることができない明石海峡大橋の管理用通路を歩いて渡ることができます

明石海峡大橋(イメージ)

(約 4km/所要時間:約 2 時間 30 分)。終了後は完歩証と淡路島特産のたまねぎ
スープをご提供します(お一人様 1 杯)。当イベントは 2014 年から始まり、毎年多
くのお客様にお楽しみいただいています。今年は午前中に海上ウォークを楽し
んだ後、午後からは淡路島のテーマパークや伝統芸能、うずしおクルーズなど
で淡路島を堪能できる半日観光とのセットプランも初めて設定しました。淡路島
の魅力を発信し、さらなる交流人口の拡大に貢献します。
海上ウォーク(イメージ)

※明石海峡大橋
兵庫県神戸市と淡路島の間の明石海峡に架かる、橋長 3,911m、中央支間長 1,991m の世界最大の吊橋。本州と四国
を道路と鉄道で繋ぐ本州四国連絡架橋事業の一環として建設されたもので、1988 年（昭和 63 年）5 月に現地工事に
着手し、およそ 10 年の歳月をかけて 1998 年（平成 10 年）4 月に完成、神戸淡路鳴門自動車道は今年全通 20 周年を
迎えます。

＜一般のお客様からのお問合せ先＞
明石海峡大橋海上ウォーク受付係（JTB スポーツステーション内）
TEL：06-6252-4009 （9：30～17：30 土日祝休）
メールアドレス：jtbss@jtb.com

ＨＰ： http://jtbsports.jp/contents/walk/

＜報道関係の皆様からのお問合せ先＞
ＪＴＢ広報室 担当：荒井・角田・中村 TEL：06-6260-5108

1.「明石海峡大橋 海上ウォーク」概要
名称
開催日時

神戸淡路鳴門自動車道全通 20 周年記念 明石海峡大橋 海上ウォーク
2018 年 8 月 31 日（金）・9 月 1 日（土） 8：45～14：15 スタート(30 分毎に出発、全 10 班)
※時間の指定はお受けできません。

募集人数

１班 120 名（1 日 1,200 名／2 日間合計 2,400 名）

参加費

大人 3,000 円・中学生以下 2,000 円（いずれもお一人様・税込)

募集期間

2018 年 7 月 20 日(金)～8 月 3 日(金) 23：59 まで※ハガキの場合は 8 月 3 日受付必着

参加条件

•小学 4 年生以上の方(小・中学生は保護者の同伴が必要)
•ご自身で 4km 以上の歩行、高さ 40m 程度の階段の昇降ができる方
•高所及び閉所恐怖症でない方
•トイレを 2 時間程度我慢できる方

応募方法

専用の WEB エントリーページ、又は官製ハガキ・私製ハガキに必要事項〔①参加希望日②代
表者氏名(ふりがな)③電話番号④郵便番号⑤住所⑥代表者性別⑦代表者年齢⑧参加希望
人数(最大 1 組 5 名様まで)〕をご記入のうえお申込みください。

当選通知

2018 年 8 月 10 日(金)頃までに当選の方のみお知らせします。
※応募人数が募集人数を超えた場合は抽選となります。

ご入金方法

WEB エントリー：期日までに入金手続きをお済ませください。別途、WEB 決済手数料(お一人様
につき 200 円)が必要です。
ハガキ申込：期日までに指定の金融機関にお振込みください（振込手数料は応募者様負担と
なります）。別途事務手数料（お一人様につき 200 円）が必要です。振込先は当選通知と併せ
てご案内します。

集合場所

「橋の科学館」ＪＲ「舞子」駅、山陽電鉄「舞子公園」駅、「高速舞子」バス停より徒歩約 5 分
※周辺の駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。

当日の行程

①「橋の科学館」集合・受付
②アンカレイジ(橋台部)にてヘルメット配布 ※歩行中はヘルメットを着用していただきます。
③管理用通路まで階段で移動(高さ 40m 程度)
④ウォーキング(約 4km)
⑤淡路側のアンカレイジ(橋台部)到着、「道の駅あわじ」にて解散
※参加者全員に淡路島特産のたまねぎスープをご提供します。(おひとり様 1 杯)
※集合・受付時間は当選通知でのご案内となります。
※ジェノバライン岩屋港、淡路夢舞台前バス停への無料シャトルバスを運行します。

共催

◆本四道路活用イベント実行委員会（兵庫県、徳島県、神戸市、明石市、洲本市、南あわじ
市、淡路市、鳴門市、（公財）兵庫県園芸・公園協会、（公財）兵庫県まちづくり技術センタ
ー、（一財）淡路島くにうみ協会、本州四国連絡高速道路（株））
◆株式会社 JTB

神戸支店

協力

神戸救急グループ

後援

環瀬戸内海地域交流促進協議会

応募

〒541-0058

問い合わせ先

大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3-1-8 本町ＭＰＲビル 9 階
ＪＴＢスポーツステーション内 明石海峡大橋 海上ウォーク受付係
TEL 06-6252-4009 (9:30～17:30 土・日・祝日休み）
ＨＰ： http://jtbsports.jp/contents/walk/

2 明石海峡大橋海上ウォーク・淡路島半日観光セットプラン概要
海上ウォークへの参加と淡路島午後半日観光がセットになったプランです。
コース名

旅行代金

スケジュール

（いずれもお一人様・税込）
【Ａ】

大人

7,000 円

明石海峡大橋海上ウォーク（8:45 発）～

夏休みファミリー

中学生 6,000 円

道の駅あわじ（11：15 着／12：15 発）～淡路ワールド

コース

小学生 5,500 円

パーク ONOKORO(約 3 時間)～たこせんべいの里
（約 30 分）～淡路ハイウェイオアシス～ＪＲ舞子駅
（18：00 着予定）

テーマパーク「淡路ワールドパーク ONOKORO」にご案内後、たこせんべいの里でのお買い物も楽しめるファミリ
ー向けのコースです。
【Ｂ】

大人

7,000 円

明石海峡大橋海上ウォーク（8:45 発）～

歴史堪能プラン

中学生 6,500 円

道の駅あわじ（11：15 着／12：15 発）～淡路人形座

小学生 5,500 円

（約 1 時間）～伊弉諾神宮（約 45 分）～淡路ハイウェ

い ざ な ぎ じんぐう

イオアシス～JR 舞子駅（17：00 着予定）
い ざ な ぎ じんぐう

「国生み神話」にまつわるといわれる伊弉諾神宮や淡路の伝統芸能「人形浄瑠璃」を鑑賞します。淡路島の歴
史と伝統を堪能できるコースです。
【Ｃ】

大人

8,000 円

〔8 月 31 日〕

絶景鑑賞プラン

中学生 7,000 円

明石海峡大橋海上ウォーク（8:45 発）～

小学生 6,000 円

道の駅あわじ（11：15 着／12：15 発）～鳴門海峡うず
しおクルーズ（約 1 時間）～道の駅うずしお（約 30 分）
～淡路ハイウェイオアシス～ＪＲ舞子駅（17：00 着予
定）
〔9 月 1 日〕
明石海峡大橋海上ウォーク（8:45 発）～
道の駅あわじ（11：15 着／12：15 発）～道の駅うずし
お（約 30 分）～鳴門海峡うずしおクルーズ（約 1 時
間）～淡路ハイウェイオアシス～ＪＲ舞子駅（17：00
着予定）

約 1 時間の迫力ある絶景クルージングと淡路島グルメが楽しめる道の駅うずしおにご案内します。
【半日観光セットプラン共通のご案内】
・旅行企画・実施：株式会社ＪＴＢ
・詳細・申し込み：ホームページ http://jtbsports.jp/contents/walk/ よりご覧ください。
・募集人数：各日・各コース 45 名（最少催行人員各日・各コース 30 名）
・参加資格：「明石海峡大橋海上ウォーク」参加条件をご参照ください。（小学 4 年生以上のご参加を承ります）
・旅行代金に含まれるもの：
【Ａ】海上ウォーク参加費用・行程中のバス代金・淡路ワールドパーク ONOKORO 入場券
【Ｂ】海上ウォーク参加費用・行程中のバス代金・淡路人形座入場料
【Ｃ】海上ウォーク参加費用・行程中のバス代金・鳴門海峡うずしおクルーズ乗船料
・旅行代金に含まれないもの：食事代・集合、解散場所までの交通費
※いずれのプランも別途ＷＥＢ決済手数料（お一人様につき 200 円）が必要となります。
※半日観光プランのみのお申し込みは承ることができません。

