
平成２５年６月２６日 

坂戸市 

東日本高速道路株式会社関東支社 

 

関越自動車道 坂戸西スマート IC 
８月２５日（日）１５時 いよいよオープン！ 

～坂戸市から全国に、全国から坂戸市に、車でのお出かけがますます便利になります～ 

 

坂戸市と NEXCO 東日本 関東支社（東京都台東区）が進めてきた、関越自動車道（関越道） 坂

戸西（さかどにし）スマートインターチェンジ（IC）が、平成２５年８月２５日（日）にオープ

ンします。 

坂戸西スマート IC は、東京方面・新潟方面がともに乗り降りできるフル IC で、ETC車載器を

搭載したすべての車種でご利用いただけます。 

 

１．運用開始日時 平成２５年８月２５日（日） １５時 

２．設置箇所 関越道 

 位 置：鶴ヶ島 IC と東松山 IC の間（鶴ヶ島 IC から約２．９㎞、 

東松山 IC から約６．９㎞） 

 所在地：埼玉県坂戸市入西
にっさい

地区 

３．利用可能車種 ETC車載器を搭載した全車種 

４．利用形態 一旦停止型のフル IC、本線直結型 

 東京方面（上り）、新潟方面（下り）がともに乗り降り可能 

５．利用時間 ２４時間利用可能 

６．位置図  



７．期待される主な整備効果 

① 市街地の渋滞緩和 

関越道へのアクセスが分散され、鶴ヶ島 IC を利用する車両によって生じる国道４０７号や主

要地方道川越坂戸毛呂山線等の幹線道路の渋滞緩和が期待されます。 

② 地域の交通利便性の向上 

高速道路へのアクセス性が高まることにより、坂戸市及び周辺市町の皆さまが高速道路を利

用しやすくなり、移動時間短縮等の利便性が高まることが期待されます。 

③ 地域の安心・安全の確保 

埼玉医科大学国際医療センター（日高市）や埼玉医科大学病院（毛呂山町）などの医療機関

へのアクセスの向上、災害時の緊急車両の高速性の確保が図られ、市民生活の安心・安全の確

保が期待されます。 

④ 地域の活性化 

広域的なアクセス性が飛躍的に向上することから、この交通環境を活かし、スマート IC 周辺

に産業集積を進めることにより坂戸市の活性化、及びスマート IC を設置することにより周辺市

町の活性化が図られることが期待されます。 

 

８．坂戸西スマート IC のご利用にあたって 

・ ETC 車載器を搭載していない車両は、ご利用できません。 

※ スマート ICは、ETC 車専用です。 

・ 一旦停止型の ETC専用の IC のため、ゲート前では、出口・入口とも必ず一旦停止が必要 

ですのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※坂戸市ホームページ（http://www.city.sakado.lg.jp/11,0,42,565.html）でも情報を公開しています。 

※ツイッターの公式アカウント「NEXCO 東日本（関東）」（@e_nexco_kanto）でも情報を配信しています。  

坂戸西スマート IC 周辺拡大図 



お問い合わせ先 

 

【報道関係者専用】 

①スマート IC との接続道路（アクセス道路）に関すること 

坂戸市 都市整備部 大規模道路推進室 

０４９－２８３－１３３１（受付：平日 ８時３０分～１７時１５分） 

②スマート IC に関すること 

NEXCO東日本 関東支社 広報課 

０３－５８２８－８３４７（受付：平日 ９時～１７時） 

 

【お客さま窓口】 

①スマート IC との接続道路（アクセス道路）に関すること 

坂戸市 都市整備部 大規模道路推進室 

０４９－２８３－１３３１（受付：平日 ８時３０分～１７時１５分） 

②スマート IC に関すること 

NEXCO東日本お客さまセンター ０５７０－０２４－０２４（受付：２４時間対応） 

PHS・IP電話のお客さま ０３－５３３８－７５２４ 

 

本資料については、埼玉県政記者クラブ、川越記者クラブにお配りしています。 

  



 

◆坂戸西スマートICと主要ICとの間の通行料金

１．通常料金
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 950 250 350 1,400
普通車 1,150 250 350 1,750
中型車 1,350 250 400 2,050
大型車 1,800 300 500 2,750
特大車 2,950 400 750 4,500

２．ETC時間帯割引＜通勤割引＞
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 - - - 800
普通車 - - - 950
中型車 - - - 1,150
大型車 - - - 1,550
特大車 - - - 2,550

３．ETC時間帯割引＜深夜割引、早朝夜間割引＞
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 500 150 200 700
普通車 600 150 200 900
中型車 700 150 200 1,050
大型車 900 150 250 1,400
特大車 1,500 200 400 2,250

４．ETC時間帯割引＜平日昼間割引＞
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 - - - 1,050
普通車 - - - 1,300
中型車 - - - 1,500
大型車 - - - 2,050
特大車 - - - 3,300

５．ETC時間帯割引＜平日深夜割引＞
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 650 200 250 1,000
普通車 800 200 250 1,250
中型車 950 200 300 1,450
大型車 1,250 200 350 1,950
特大車 2,050 300 550 3,150

６．ETC時間帯割引＜休日特別割引（昼間）＞
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 650 200 250 750
普通車 800 200 250 900
中型車 - - - -
大型車 - - - -
特大車 - - - -

７．ETC時間帯割引＜休日特別割引（夜間）＞
（単位：円）

車種 練馬IC 鶴ヶ島IC 東松山IC 前橋IC
軽自動車等 500 150 200 700
普通車 600 150 200 900
中型車 - - - -
大型車 - - - -
特大車 - - - -
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