
点検、工事のため、概ね1ヶ月以内に下記のレーン閉鎖を予定しております。

なお、下記に記載されていない軽微な点検・工事や緊急を要する復旧工事などを予告なく実施する場合があります。

また、天候などにより順延となる場合があります。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。

ETC設備の更新に伴う工事予定につきましては、下記をご確認ください。

https://www.e-nexco.co.jp/road_info/important_info/r02/0407/

道路名 閉鎖IC名 出入別 閉鎖日 閉鎖理由
○印は全てのＥＴ
Ｃレーンが閉鎖と

なります
備考

東関東自動車道 湾岸習志野 入口 2020年4月14日（火） 10:00 ～ 12:00 点検

東関東自動車道 湾岸習志野 出口 2020年4月14日（火） 13:30 ～ 15:30 点検

東関東自動車道 湾岸千葉 入口 2020年4月15日（水） 10:00 ～ 12:00 点検

東関東自動車道 湾岸千葉 入口 2020年4月16日（木） 10:00 ～ 12:00 点検

東関東自動車道 湾岸千葉 入口 2020年4月22日（水） 10:00 ～ 11:00 点検

東関東自動車道 湾岸千葉 出口 2020年4月15日（水） 13:30 ～ 15:30 点検

東関東自動車道 湾岸千葉 出口 2020年4月16日（木） 13:30 ～ 15:30 点検

東関東自動車道 千葉北 入口
2020年4月22日（水）～
2020年4月23日（木） 20:00 ～ 22:00 点検

東関東自動車道 千葉北 出口
2020年4月22日（水）～
2020年4月23日（木） 23:00 ～ 翌1:00 点検

東関東自動車道 四街道 入口 2020年4月20日（月） 15:00 ～ 16:00 工事

東関東自動車道 富里 出口 2020年4月14日（火） 15:00 ～ 16:00 点検

館山自動車道, 千葉木更津線 市原 入口 2020年4月12日（日） 12:00 ～ 17:00 点検

館山自動車道, 千葉木更津線 市原 出口 2020年4月12日（日） 13:00 ～ 17:00 点検

館山自動車道, 千葉木更津線 君津 入口 2020年4月21日（火） 13:00 ～ 17:00 点検

館山自動車道, 千葉木更津線 君津 出口 2020年4月22日（水） 13:00 ～ 17:00 点検

館山自動車道, 千葉木更津線 富津中央 出口 2020年4月22日（水） 10:00 ～ 13:00 点検

首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝 入口 2020年4月20日（月） 10:00 ～ 17:00 点検

首都圏中央連絡自動車道 山武成東 出口 2020年4月15日（水） 20:00 ～ 翌5:00 工事 ○

首都圏中央連絡自動車道 茂原長南 入口 2020年4月21日（火） 13:00 ～ 17:00 点検

京葉道路 船橋本線（千葉方面） 出口
2020年4月10日（金）～
2020年4月24日（金） 9:00 ～ 17:00 工事

京葉道路 船橋本線（千葉方面） 出口
2020年5月12日（火）～
2020年6月19日（金） 9:00 ～ 17:00 工事

京葉道路 花輪 入口 2020年4月14日（火） 10:00 ～ 12:00 点検

京葉道路 花輪 入口 2020年4月22日（火） 10:00 ～ 11:00 点検

京葉道路 穴川（東京方面） 入口 2020年4月15日（水） 13:00 ～ 16:30 点検

京葉道路 穴川（木更津方面） 出口 2020年4月15日（水） 10:00 ～ 12:30 点検

京葉道路 穴川（千葉市街・四街道方面） 出口 2020年4月13日（月） 10:00 ～ 16:30 点検 12:30～13:00を除く

京葉道路 穴川（柏・八千代方面） 出口 2020年4月14日（火） 10:00 ～ 16:30 点検 12:30～14:00を除く

京葉道路 松ヶ丘（東京方面） 出口 2020年4月16日（木） 22:00 ～ 翌1:30 点検 ○

京葉道路 松ヶ丘（市原方面） 出口 2020年4月17日（金） 0:00 ～ 3:30 点検 ○

京葉道路 蘇我（木更津方面） 出口 2020年4月19日（日） 12:30 ～ 15:00 点検

令和2年4月10日更新

予定時間

南関東地区（千葉）ＥＴＣレーン閉鎖予定



点検、工事のため、概ね1ヶ月以内に下記のレーン閉鎖を予定しております。
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京葉道路 蘇我（木更津方面） 出口 2020年4月22日（水） 13:00 ～ 17:00 点検

富津館山道路 富津竹岡 入口 2020年4月14日（火） 13:00 ～ 17:00 点検

富津館山道路 富津金谷 入口 2020年4月15日（水） 13:00 ～ 17:00 点検

富津館山道路 鋸南保田 入口 2020年4月16日（木） 13:00 ～ 17:00 点検

富津館山道路 鋸南富山 入口 2020年4月13日（月） 13:00 ～ 17:00 点検

富津館山道路 富浦 入口 2020年4月13日（月） 10:00 ～ 14:00 点検

富津館山道路 富浦 入口 2020年4月15日（水） 13:30 ～ 16:00 点検

富津館山道路 富浦 入口 2020年4月16日（木） 13:30 ～ 16:00 点検

富津館山道路 富浦 出口 2020年4月13日（月） 10:00 ～ 14:00 点検

富津館山道路 富浦 出口 2020年4月15日（水） 10:00 ～ 12:30 点検

富津館山道路 富浦 出口 2020年4月16日（木） 10:00 ～ 12:30 点検

東京湾アクアライン 海ほたるUターン 入口 2020年4月14日（火） 10:00 ～ 16:00 点検 12:30～13:30を除く

東京湾アクアライン 海ほたるUターン 入口 2020年4月17日（金） 13:00 ～ 15:00 点検

東京湾アクアライン 海ほたるUターン 出口 2020年4月17日（金） 10:00 ～ 17:00 点検

東京湾アクアライン 木更津金田 入口 2020年4月15日（水） 9:00 ～ 12:00 点検

東京湾アクアライン 木更津金田 出口 2020年4月15日（水） 13:00 ～ 16:00 点検

ＥＴＣレーンがご利用できない場合の走行方法について（ＥＴＣ走行をされるお客さまが対象です）
工事等に伴い全てのＥＴＣレーンがご利用できない場合は、一般レーンをご利用ください。
 
（１）入り口の料金所でＥＴＣレーンがご利用できない場合
一般レーンを利用して、通行券をお受け取りください。出口の料金所でも一般レーンに入り、通行券とＥＴＣカードを係員にお渡しください。ＥＴＣの各種時間
帯割引をご利用になる場合は、入口のＥＴＣレーンが工事によりご利用できなかったことを係員にお伝えください。
 
（２）入り口の料金所でＥＴＣレーンを走行し、出口の料金所でＥＴＣレーンがご利用できない場合
　一般レーンで係員にＥＴＣカードをお渡しください。
 
※上記（１）、（２）の場合、障害者割引をご利用のお客さまは、係員に手帳をご呈示ください。（手帳の呈示なしでは割引になりません。）


