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報道関係各位  

２ ０ ２ ０ 年 ９ 月 １ １ 日 

東 日 本 高速 道路 株 式 会 社 

中 日 本 高速 道路 株 式 会 社 

西 日 本 高速 道路 株 式 会 社 

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

宮 城 県 道 路 公 社 

京 都 府 道 路 公 社 

兵 庫 県 道 路 公 社 

株 式 会 社 ピ ア ト ゥ ー 

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式

会社、本州四国連絡高速道路株式会社、宮城県道路公社、京都府道路公社、兵庫県道路公社および株

式会社ピアトゥー（本社：東京都港区 代表取締役社長：杉田真志）は、株式会社ピアトゥーが開発・提供する

観光業向け直販予約特化型WEBサイト「STAYNAVl」との連携により、2020年9月18日（金）ご利用分から、

Go To トラベル事業の対象となる宿泊セット型高速道路周遊パスを開始します。 

高速道路周遊パス単独ではGo To トラベル事業の対象となりませんが、「STAYNAVl」との連携により、直

販サイトでの宿泊施設予約と高速道路周遊パスの申し込みをセットとして、Go To トラベル事業の対象とする

ことが初めて可能となりました。これにより、宿泊施設ご利用分だけでなく高速道路周遊パスご利用分につい

ても、Go To トラベル事業の対象として、旅行代金（宿泊+高速道路周遊パス）の半額相当の給付を受けるこ

とができます。なお、現時点では、Go To トラベル事業の対象となる高速道路周遊パスが利用できるのは

「STAYNAVl」での宿泊施設予約とセットとしてお申し込みをした場合のみとなります。 

「高速道路周遊パス」とは、事前のお申し込みにより、連続する最大2～4日間、対象エリア内の高速道路

が定額で乗り降り自由となる、ETC車（普通車・軽自動車等に限ります。）を対象とした割引商品です。今回、

Go To トラベル事業の対象として、全国各地で高速道路をご利用した宿泊旅行をお楽しみいただけるよう、

新たに全国28プランを設定します。 

また、すでに申込受付・ご利用を開始している二輪車向け「ツーリングプラン」についても、2020年9月18日

（金）ご利用分から、「STAYNAVl」との連携により宿泊とのセットとしてお申し込みいただく場合、Go To トラベ

ル事業の対象となります。 

観光業向け直販予約特化型WEBサイト「STAYNAVI」との連携により 

Go To トラベル事業の対象となる高速道路周遊パスを 

９月１８日（金）から開始します 

～ 申込受付は、９月１１日１５時から 

 宿泊施設直販とのセットで高速道路ご利用分も半額相当が給付対象に！～ 
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（１）対象となる高速道路周遊パスのご利用期間

2020年9月18日（金） ～ 2021年2月1日（月） 

※2021年2月1日（月）からご利用を開始する場合は対象となりません。 

※ツーリングプランのご利用期間は、2020年11月30日（月）まで（ただし、道央道・札樽道コースは10月

31日（土）まで）。 

※給付枠の上限に達し次第、申込受付を終了します。 

（２）申込受付開始 

2020年9月１１日（金）15時から 

ご利用の流れや、高速道路周遊パスの価格等については、別紙１をご覧ください。 

お問い合わせ先 

（お客さま専用） 

NEXCO東日本お客さまセンター（24時間）  ℡ 0570-024-024（通話料有料） 

 または ℡ 03-5308-2424（通話料有料） 

NEXCO中日本お客さまセンター（24時間）  ℡ 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お客さま）  ℡ 052-223-0333（通話料有料） 

NEXCO西日本お客さまセンター（24時間）  ℡ 0120-924-863（フリーダイヤル） 

（フリーダイヤルをご利用になれないお客さま）  ℡ 06-6876-9031（通話料有料） 

本州四国連絡高速道路株式会社 お客さま窓口（9：00～17：30） ℡ 078-291-1033（通話料有料） 

阪神高速道路株式会社 お客さまセンター（24時間）  ℡ 06-6576-1484（通話料有料） 

株式会社ピアトゥー ステイナビサポートセンター（9：00～18：00）℡ 03-5050-0319（通話料有料） 
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（１）対象となる高速道路周遊パスのご利用期間

2020年9月18日（金） ～ 2021年2月1日（月） 

※2021年2月1日（月）からご利用を開始する場合は対象となりません 

※ツーリングプランのご利用期間は2020年11月30日（月）まで（ただし、道央道・札樽道コースは10月

31日（土）まで） 

※給付枠の上限に達し次第、申込受付を終了します 

（２）申込受付開始 

2020年9月11日（金）15時から 

（３）ご利用の流れ （適用条件や詳細については、各社のHP等をご確認ください） 

① お客さまが、「STAYNAVl」ホームページを経由し、宿泊施設の公式サイトでGo To トラベル事業の対

象の宿泊を予約してください。 

② お客さまが、「STAYNAVl」の会員登録を行い、宿泊予約情報を登録してください。 

③ 「STAYNAVl」からお客さまに「クーポン番号」が通知されます。同時に画面のバナーリンクおよびメー

ルにて、高速道路会社のGo To トラベル対象周遊パス申込サイトが案内されます。※１

④ お客さまが、高速道路会社のGo To トラベル対象周遊パス申込サイトで、周遊パスをお申し込みくだ

さい。※2

⑤ 「STAYNAVl」からお客さまに、宿泊および高速道路周遊パス双方の予約情報を反映したクーポンが

通知されます。 

⑥ ご旅行にお出かけください。 

⑦ 宿泊施設にて、高速道路周遊パスの地域共通クーポンを受領するためには、高速道路を利用したこ

とを証する以下の書面などが必要となります。※3 

・あらかじめ印刷した「STAYNAVl」が提供するクーポン発行確認メールまたは本発行済みクーポン券

に、休憩施設で「ハイウェイスタンプ」を押印した書面※４

⑧ 宿泊施設にチェックインしてください。（宿泊代金を宿泊施設でお支払いいただく場合は、宿泊代金

（Go To トラベル事業として宿泊代金に割引が適用された金額）をお支払いください。高速道路周遊

パスの代金をお支払いいただく必要はありません） 

⑨ 後日、高速道路周遊パスの料金が、お申し込みの際にご登録いただいたETCカードに請求されます。

（Go To トラベル事業として高速道路周遊パスに適用される割引額を差引いた金額が請求されます） 

※1 40,000円×宿泊人数×宿泊数（給付額※５が満額となる旅行代金） から宿泊代金総額を差し引いた

金額が2,000円未満の場合、「STAYNAVl」から高速道路会社のGo To トラベル対象周遊パスの申込サ

イトの案内は行いません。 
※2 お申し込みの際、③で発行されるクーポン番号の入力が必須となります。１つの宿泊予約に対し、１つ

の高速道路周遊パスがお申し込みいただけます。（ただし、ツーリングプランを除きます。） 
※3 地域共通クーポンの配布は、10月1日以降に開始する旅行が対象となります。 
※4  「ハイウェイスタンプ」を押印できない場合は、あらかじめ印刷した「STAYNAVl」が提供するクーポン発行

確認メールまたは本発行済みクーポン券と、料金所で係員のいるレーンをご利用のうえ受領した利用証

明書。 
※５ 給付額とは、旅行代金の1/2に相当する額で、１人１泊あたり20,000円を上限とし、このうち70％が旅

行代金の割引に、30％が地域共通クーポンとして配布されます。（なお、地域共通クーポンの配布は、

10月1日以降に開始する旅行が対象となります。） 

別紙１ 
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このため、高速道路周遊パスに適用される給付額による割引は高速道路周遊パス代金の35％相当額と

なりますが、宿泊代金と高速道路周遊パス代金を合算した旅行代金に対する給付額の70％相当額（A）

から宿泊代金に適用される給付額による割引（B）を差し引いた残りの金額（C）が、高速道路周遊パス代

金の35％相当額（D）に満たない場合は、高速道路周遊パスへの給付額による割引は適用されません。 

例① 宿泊代金が一人一泊 30,000 円、周遊パス代金が 6,000 円（栃木・茨城周遊パス 普通車  

2 日間）の場合 

     A：（30,000 円＋6,000 円）×1/2×70％＝12,600 円・・・旅行代金に対する給付額 

     B：30,000 円×35％＝10,500 円・・・宿泊代金に適用される給付額 

     C：12,600 円－10,500 円＝2,100 円・・・給付額の残りの金額 

     D：6,000円×35％＝2,100 円・・・高速道路周遊パスの給付額 

    →C の額（2,100 円）が D の額（2,100 円）以内であるため割引を適用します。 

例② 宿泊代金が一人一泊 30,000 円/泊、周遊パス代金が 11,000 円（群馬・長野・新潟周遊パス  

普通車 2日間）11,000 円 

     A：（30,000 円＋11,000 円）×1/2×70％＝14,350 円・・・旅行代金に対する給付額 

     ※ただし、給付上限額は一人一泊あたり 14,000 円までのため、A の額は 14,000 円。 

     B：30,000 円×35％＝10,500 円・・・宿泊代金に適用される給付額 

     C：14,000 円－10,500 円＝3,500 円・・・給付額の残りの金額 

     D：11,000 円×35％＝3,850 円・・・高速道路周遊パスの給付額 

    →C の額（3,500 円）が D の額（3,850 円）に満たないため割引は適用しません。 



5 

（４）Go To トラベル対象となる高速道路周遊パスのプラン料金 

【高速道路周遊パス】 

ETCでご利用の普通車および軽自動車等（二輪車含む）が対象エリア内乗り降り自由 

プラン名 

（対象エリアは別紙２のとおり） 
利用期間 

プラン料金 

（税込） 

お支払い実額 

（プラン料金に対する給付額適用後）

① 北海道周遊パス 2～3日間 6,400円～9,000円 4,160円～5,850円

② 東北周遊パス 3～4日間 8,100円～11,500円 5,265円～7,475円

③ 北東北周遊パス 2～3日間 6,400円～8,700円 4,160円～5,655円

④ 南東北周遊パス 2～3日間 5,500円～7,600円 3,575円～4,940円

⑤ 群馬・長野・新潟周遊パス 2～3日間 8,800円～12,000円 5,720円～7,800円

⑥ 栃木・茨城周遊パス 2日間 4,800円～6,000円 3,120円～3,900円

⑦ 千葉・茨城周遊パス 2日間 4,000円～5,000円 2,600円～3,250円

⑧ 東京・神奈川・静岡周遊コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑨ 愛知・静岡周遊コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑩ 東京・山梨・南信州コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑪ 愛知・南信州コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑫ 愛知・岐阜周遊コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑬ 愛知・三重周遊コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑭ 北陸・飛騨周遊コース 2日間 7,400円～9,200円 4,810円～5,980円

⑮ 滋賀・京都・若狭乗り放題プラン 2日間 5,000円～6,300円 3,250円～4,095円

⑯ 京都・兵庫乗り放題プラン 2日間 4,800円～6,000円 3,120円～3,900円

⑰ 和歌山・奈良乗り放題プラン 2日間 5,000円～6,300円 3,250円～4,095円

⑱ 中国乗り放題プラン 3～4日間 7,400円～10,500円 4,810円～6,825円

⑲ 岡山・鳥取・出雲乗り放題プラン 2日間 4,500円～5,600円 2,925円～3,640円

⑳ 広島・島根乗り放題プラン 2日間 4,200円～5,300円 2,730円～3,445円

㉑ 広島・山口乗り放題プラン 2日間 5,200円～6,500円 3,380円～4,225円

㉒ 四国乗り放題プラン 2～3日間 5,000円～6,900円 3,250円～4,485円

㉓ 四国乗り放題プラン 

（JB本四高速セットプラン） 
2～3日間 7,800円～10,400円 5,070円～6,760円

㉔ 九州乗り放題プラン 3～4日間 6,300円～8,900円 4,095円～5,785円

㉕ 熊本・佐賀・長崎乗り放題プラン 2日間 4,500円～5,600円 2,925円～3,640円

㉖ 熊本・大分・福岡乗り放題プラン 2日間 4,500円～5,600円 2,925円～3,640円

㉗ 熊本・宮崎・鹿児島乗り放題プラン 2日間 5,000円～6,300円 3,250円～4,095円

㉘ 阪神高速周遊パス 2日間 2,700円～3,200円 1,755円～2,080円

プラン内容の詳細については、各高速道路会社のWEBサイトにてご案内します。 

①～⑦ ： NEXCO東日本公式WEBサイト「ドラぷら」 https://www.driveplaza.com/etc/drawari/ 

⑧～⑭ ： NEXCO中日本公式WEBサイト「速旅」 https://hayatabi.c-nexco.co.jp/

⑮～㉗ : NEXCO西日本公式WEBサイト「みち旅」 https://www.michitabi.com/

㉘ ： GoToトラベル阪神高速周遊パス案内WEBサイト https://www.hanshin-exp.co.jp/goto/ 
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【ツーリングプラン】 

ETCでご利用の二輪車が対象エリア内乗り降り自由 

プラン名 

（対象エリアは別紙３のとおり） 
利用期間 

プラン料金 

（税込） 

お支払い実額 

（プラン料金に対する給付額適用後）

① 道央道・札樽道コース 2日間 3,100円 2,015円 

② 上信越道・中央道コース 2日間 3,600円 2,340円 

③ 東北道・常磐道コースミニ 2日間 2,500円 1,625円 

④ 東北道・常磐道コースワイド 3日間 5,100円 3,315円 

⑤ 東関東道・館山道コース 2日間 2,500円 1,625円 

⑥ 首都圏 東名・中央道コースミニ 2日間 2,500円 1,625円 

⑦ 首都圏 東名・中央道コースワイド 2日間 3,900円 2,535円 

⑧ 中京圏 東名・中央道コース 2日間 3,600円 2,340円 

⑨ 伊勢道コース 2日間 3,100円 2,015円 

⑩ 東海北陸道・北陸道コース 3日間 5,100円 3,315円 

⑪ 中央道・東海北陸道コース 2日間 2,000円 1,300円 

⑫ 名神・北陸道・京都縦貫道コース 2日間 3,600円 2,340円 

⑬ 中国道・山陽道・播但道コース 2日間 3,100円 2,015円 

⑭ 阪和道コース 2日間 2,500円 1,625円 

⑮ 香川・徳島・高知コース 2日間 3,100円 2,015円 

⑯ 愛媛・高知コース 2日間 3,100円 2,015円 

⑰ 熊本・佐賀・長崎コース 2日間 3,100円 2,015円 

⑱ 熊本・大分・福岡コース 2日間 3,100円 2,015円 

⑲ 熊本・宮崎・鹿児島コース 3日間 4,600円 2,990円 

プラン内容の詳細については、各高速道路会社のWEBサイトにてご案内します。 

①～⑤ ： NEXCO東日本公式WEBサイト「ドラぷら」 https://www.driveplaza.com/etc/drawari/ 

⑥～⑪ ： NEXCO中日本公式WEBサイト「速旅」 https://hayatabi.c-nexco.co.jp/

⑫～⑲ : NEXCO西日本公式WEBサイト「みち旅」 https://www.michitabi.com/
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【ご注意】 （高速道路周遊パス・ツーリングプラン共通） 

※ご利用までに宿泊施設の公式サイトで宿泊を予約、「STAYNAVl」で宿泊予約情報を登録のうえ、各

社の公式WEBサイトからお申し込みください。 

※このプランの申し込み回数に制限はありませんが、１つの宿泊予約に対し１つのプランしか申し込み

できません。 

ただし、ツーリングプランに限り、１つの宿泊予約に対し、宿泊人数の範囲内で、同一のコースを複数

台でお申し込みいただくことができます。この場合の申し込み方法は、改めてホームページ等でご案

内します。 

※宿泊をキャンセルしたにもかかわらず高速道路周遊パスを利用した場合など、Go To トラベル事業

の要件を満たさないと高速道路会社が判断した場合は、給付額による割引を適用せず、プラン料

金を請求します。この場合、いったん給付額適用による割引後の料金を請求し、後日、プラン料金と

の差額を追加で請求します。 

※宿泊施設の予約をキャンセルされた場合でも、高速道路周遊パスの申し込みは自動でキャンセル

されませんので、高速道路周遊パスについては別途キャンセルしてください。キャンセルせず高速道

路を利用された場合は、プラン料金などを請求する場合があります。 

※必ず、お申し込みの際に登録いただいたETCカード、車種、期間でご利用ください。 

※対象エリアの区間外を走行された場合は、区間外の料金を別途請求します。 

※ご利用になる日時・区間によっては、通常料金およびETC時間帯割引の方が安価な場合がありま

す。あらかじめ、各社の公式WEBサイトなどで利用予定経路の料金を確認のうえご利用ください。 

※高速道路周遊パスにはキャンセル料がかかりませんので、高速道路周遊パスをご利用されない場

合は、高速道路をご利用になるまでにキャンセルしてください。 
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①「北海道周遊パス」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 8,000円 2,800円 5,200円 

軽自動車等 6,400円 2,240円 4,160円 

3日間 
普通車 9,000円 3,150円 5,850円 

軽自動車等 7,200円 2,520円 4,680円 

 ご利用区間 

Ｅ５  道央道 Ｅ５Ａ 札樽道  

Ｅ５Ａ 後志道 Ｅ３８ 道東道 

Ｅ６２ 深川・留萌道 Ｅ６３ 日高道

 お得なご利用例 

【3日間・普通車】 

1日目：札幌北lC⇒奈井江砂川lC【ジンギスカン・砂川スイーツロード】⇒砂川SAスマートlC 

⇒旭川北lC【旭山動物園】 

2日目：旭川北lC⇒（一般道）【大雪・富良野ルート】⇒占冠lC⇒足寄lC【阿寒湖】 

3日目：足寄lC⇒音更帯広lC【十勝川温泉】⇒音更帯広lC⇒札幌北lC 

通常なら13,360円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,850円（7,510円お得） 

別紙２ 高速道路周遊パスの対象エリア等 

北海道周遊パス 
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②「東北周遊パス」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

3日間 
普通車 10,700円 3,745円 6,955円 

軽自動車等 8,100円 2,835円 5,265円 

4日間 
普通車 11,500円 4,025円 7,475円 

軽自動車等 8,700円 3,045円 5,655円 

 ご利用区間 

Ｅ４  東北道 白河lC～青森lC Ｅ７  日東道 鶴岡JCT～酒田みなとlC 

Ｅ７  日東道 岩城lC～河辺JCT Ｅ４９ 磐越道 いわきJCT～西会津lC 

Ｅ６  常磐道 いわき勿来lC～亘理lC Ｅ４Ａ 八戸道

Ｅ４Ａ 青森道 Ｅ４６ 釜石道

Ｅ４６ 秋田道 Ｅ４８ 山形道

Ｅ１３ 東北中央道 Ｅ６  仙台東部道路

Ｅ４８ 仙台南部道路 Ｅ７  秋田外環道

Ｅ７  琴丘能代道路 Ｅ１３ 米沢南陽道路

Ｅ１３ 湯沢横手道路 Ｅ６  仙塩道路

Ｅ４Ａ 百石道路 Ｅ６  仙台北部道路

Ｅ４５ 仙台松島道路
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 お得なご利用例 

【3日間・普通車】 

金曜日：山形北lC⇒大鰐弘前lC【弘前公園】⇒十和田lC【大湯温泉】 

土曜日：十和田lC⇒軽米lC【雪谷川フォリストパーク】⇒西根lC【八幡平温泉郷】 

日曜日：西根lC⇒北上江釣子lC【北上景勝地】⇒平泉前沢lC【サハラガラスパーク】⇒山形北lC 

通常なら17,950円のところ、（普通車利用の場合） 

このプランの利用で6,955円（10,995円お得） 

③「北東北周遊パス」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 8,000円 2,800円 5,200円 

軽自動車等 6,400円 2,240円 4,160円 

3日間 
普通車 8,700円 3,045円 5,655円 

軽自動車等 7,100円 2,485円 4,615円 

 ご利用区間 

Ｅ４  東北道 仙台南lC～青森lC Ｅ７  日東道 岩城lC～河辺JCT 

Ｅ６  仙台東部道路  
仙台空港lC～仙台港北lC

Ｅ４Ａ 八戸道 

Ｅ４Ａ 青森道 Ｅ４６ 釜石道

Ｅ４６ 秋田道 Ｅ４８ 仙台南部道路

Ｅ７  秋田外環道 Ｅ７  琴丘能代道路

Ｅ１３ 湯沢横手道路 Ｅ６  仙塩道路

Ｅ４Ａ 百石道路 Ｅ６  仙台北部道路

Ｅ４５ 仙台松島道路

 お得なご利用例 

【3日間・普通車】 

金曜日：青森中央lC⇒（東北道・一般道等・秋田道）⇒昭和男鹿半島lC【ハタハタ丼】 

     ⇒岩城lC【ハーブワールドAKlTA】 

土曜日：岩城lC⇒松島海岸lC【日本三景松島】 

日曜日：松島海岸lC⇒盛岡lC【盛岡手作り村】⇒鹿角八幡平lC【史跡尾去沢鉱山】⇒青森中央lC 

通常なら15,860円のところ、（普通車の場合） 

このプランの利用で5,655円（10,205円お得） 
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④「南東北周遊パス」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 7,000円 2,450円 4,550円 

軽自動車等 5,500円 1,925円 3,575円 

3日間 
普通車 7,600円 2,660円 4,940円 

軽自動車等 6,100円 2,135円 3,965円 

 ご利用区間 

Ｅ４  東北道 白河lC～若柳金成lC Ｅ７  日東道 鶴岡JCT～酒田みなとlC 

Ｅ４９ 磐越道 いわきJCT～西会津lC Ｅ６  常磐道 いわき勿来lC～亘理lC 

Ｅ４８ 山形道 Ｅ１３ 東北中央道

Ｅ６  仙台東部道路 Ｅ４８ 仙台南部道路

Ｅ１３ 米沢南陽道路 Ｅ６  仙塩道路

Ｅ６  仙台北部道路 Ｅ４５ 仙台松島道路

 お得なご利用例 

【3日間・普通車】 

土曜日：白河lC⇒仙台東lC【杜の市場】⇒宮城川﨑lC【みちのく杜の湖畔公園】 

日曜日：宮城川崎lC⇒東根lC【果物狩り】⇒月山lC【月山湖大噴水】⇒かみのやま温泉lC 

月曜日：かみのやま温泉lC⇒米沢北lC【上杉城史苑】⇒二本松lC【霞ヶ城公園】⇒白河lC 

通常なら11,340円のところ、（普通車利用の場合） 

このプランの利用で4,940円（6,400円お得） 



12 

⑤「群馬・長野・新潟周遊パス」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 11,000円 3,850円 7,150円 

軽自動車等 8,800円 3,080円 5,720円 

3日間 
普通車 12,000円 4,200円 7,800円 

軽自動車等 9,600円 3,360円 6,240円 

 ご利用区間 

Ｅ４９ 磐越道 津川lC～新潟中央lC Ｅ７  日東道 新潟中央JCT～荒川胎内lC 

Ｅ１７ 関越道 練馬lC～長岡lC Ｅ１８ 上信越道 藤岡lC～上越JCT 

Ｅ５０ 北関東道 高崎JCT～太田桐生lC Ｅ１９ 長野道 麻績lC～更埴JCT

Ｅ８  北陸道 新潟中央JCT～親不知lC Ｃ４  圏央道 あきる野lC～桶川加納lC

 お得なご利用例 

【2日間・普通車】 

1日目：練馬lC⇒碓氷軽井沢lC【軽井沢プリンスショッピングプラザ】⇒須坂長野東lC【善光寺】 

⇒妙高高原lC【赤倉温泉】 

2日目：妙高高原lC⇒水上lC【ラフティング】⇒渋川伊香保lC【伊香保温泉】⇒練馬lC 

通常なら16,640円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で7,150円（9,490円お得） 



13 

⑥「栃木・茨城周遊パス」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,000円 2,100円 3,900円 

軽自動車等 4,800円 1,680円 3,120円 

 ご利用区間 

Ｅ４  東北道 川口JCT～那須高原SlC Ｅ６  常磐道 三郷lC～北茨城lC 

Ｅ５１ 東関東道 鉾田lC～茨城町JCT Ｅ５０ 北関東道 太田桐生lC～岩舟JCT 

Ｅ５０ 北関東道 栃木都賀JCT～水戸南lC Ｃ４  圏央道 桶川北本lC～神崎lC

Ｅ５０ 東水戸道路

 お得なご利用例 

【2日間・普通車】 

1日目：川口JCT⇒宇都宮lC【日光・鬼怒川温泉】 

2日目：宇都宮lC⇒ひたちなかlC【ひたちなか海浜公園・おさかな市場】⇒（一般道）⇒水戸大洗lC 

⇒三郷lC 

通常なら9,450円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,900円（5,550円お得） 

⑦「千葉・茨城周遊パス」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 5,000円 1,750円 3,250円 

軽自動車等 4,000円 1,400円 2,600円 

 ご利用区間 

Ｅ６  常磐道 三郷lC～日立南太田lC Ｅ５１ 東関東道 湾岸市川lC～潮来lC 

Ｅ５１ 東関東道 鉾田lC～茨城町JCT Ｅ５０ 北関東道 桜川筑西lC～水戸南lC 

Ｅ１４ 京葉道路 宮野木JCT～千葉南JCT
Ｃ４  圏央道 五霞lC～大栄JCT 
          木更津JCT～松尾横芝lC

Ｅ１４ 館山道 Ｅ６５ 新空港道

Ｅ８２ 千葉東金道路 Ｅ１４ 富津館山道

ＣA  東京湾アクアライン連絡道

 お得なご利用例 

【2日間・普通車】 

1日目：湾岸市川lC⇒富津金谷lC【鋸山】⇒（一般道）⇒鋸南保田lC【道の駅 保田小学校】 

⇒富浦lC 

2日目：市原鶴舞lC⇒木更津金田lC【三井アウトレットパーク】⇒湾岸市川lC 

通常なら6,170円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,250円（2,920円お得）
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⑧「東京・神奈川・静岡周遊コース」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ１ 東名 東京lC～豊川lC Ｅ１Ａ 新東名 海老名南JCT～伊勢原大山lC
御殿場JCT～新城lC

Ｅ５２ 新東名 清水JCT～新清水JCT Ｅ５２ 中部横断道 新清水JCT～富沢lC 

Ｅ６９ 新東名 浜松いなさJCT～三ヶ日JCT Ｅ８４ 西湘バイパス

Ｅ８４・Ｃ４ 新湘南バイパス Ｅ８５ 小田原厚木道路

Ｃ４  圏央道 茅ヶ崎JCT～海老名lC

 お得なご利用例 

【普通車】 

東京lC ⇒浜松西lC ⇒ 【浜名湖】 ⇒ 浜松西lC ⇒ 舘山寺SlC ⇒ 【舘山寺温泉】  

舘山寺SlC ⇒御殿場lC ⇒ 【御殿場プレミアムアウトレット】 ⇒ 御殿場lC ⇒ 東京lC 

通常なら12,820円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（6,840円お得） 
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⑨「愛知・静岡周遊コース」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ１  東名 御殿場lC～小牧lC Ｅ１  名神 小牧lC～一宮lC 

Ｅ１Ａ 新東名 御殿場JCT～豊田東JCT Ｅ１Ａ 伊勢湾岸道 豊田東JCT～豊田南lC 

Ｅ６９ 新東名 浜松いなさJCT～三ヶ日JCT Ｅ１９ 中央道 土岐lC～小牧JCT 

Ｅ５２ 新東名 清水JCT～新清水JCT Ｅ５２ 中部横断道 新清水JCT～富沢lC

Ｃ３  東海環状道 豊田東JCT～五斗蒔SlC

 お得なご利用例 

【普通車】 

名古屋lC ⇒ 焼津lC ⇒【おさかなセンター】 ⇒ 【焼津黒潮温泉】 ⇒焼津lC ⇒ 沼津lC ⇒ 

【沼津深海水族館】 ⇒ 沼津lC ⇒ 御殿場lC ⇒【御殿場プレミアムアウトレット】 ⇒ 

御殿場lC ⇒ 名古屋lC 

通常なら12,180円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（6,200円お得）
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⑩「東京・山梨・南信州周遊コース」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ２０・１９ 中央道 高井戸lC～飯田lC Ｅ１９ 長野道 岡谷JCT～安曇野lC 

Ｅ６８ 中央道 大月JCT～河口湖lC Ｅ６８ 東富士五湖道 

Ｅ５２ 中部横断道 双葉JCT～六郷lC Ｃ４  圏央道 圏央厚木lC～八王子西lC

 お得なご利用例 

    【普通車】 

高井戸lC ⇒ 飯田lC⇒ 【昼神温泉】 ⇒ 飯田lC ⇒ 諏訪lC ⇒高井戸lC 

通常なら12,750円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（6,770円お得）
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⑪「愛知・南信州周遊コース」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ２０・１９ 中央道 甲府昭和lC～小牧JCT Ｅ１９ 長野道 岡谷JCT～安曇野lC 

Ｅ１  東名 名古屋lC～小牧lC Ｅ１ 名神 小牧lC～一宮lC 

Ｅ５２ 中部横断道 双葉JCT～六郷lC Ｃ３ 東海環状道 豊田勘八lC～五斗蒔SlC

 お得なご利用例 

【普通車】 

名古屋lC ⇒ 諏訪lC ⇒（一般道）⇒【上諏訪温泉】 ⇒諏訪lC ⇒ 一宮御坂lC ⇒ 

【果物狩り】⇒一宮御坂ＩＣ⇒名古屋lC 

通常なら12,920円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（6,940円お得）
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⑫「愛知・岐阜周遊コース」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ1  東名 音羽蒲郡lC～小牧lC Ｅ1  名神 小牧lC～八日市lC 

Ｅ1A 新東名 岡崎東lC～豊田東JCT Ｅ1A 伊勢湾岸道 豊田東JCT～豊田南lC 

Ｅ19 中央道 飯田lC～小牧JCT Ｅ41 東海北陸道 一宮JCT～白川郷lC

Ｅ８  北陸道 米原JCT～木之本lC Ｅ67 安房峠道路 平湯lC～中ノ湯lC

Ｃ３  東海環状道 豊田東JCT～山県lC 
            大野神戸lC～養老lC



19 

 お得なご利用例

【普通車】 

名古屋lC ⇒ 白川郷lC ⇒【合掌造り】⇒白川郷lC ⇒ 飛騨清見lC ⇒【高山・古い街並み】⇒ 

平湯lC⇒【奥飛騨温泉郷平湯温泉】 ⇒平湯lC⇒ 飛騨清見lC ⇒ 音羽蒲郡lC ⇒ 

【竹島水族館】 ⇒（一般道）⇒音羽蒲郡lC ⇒ 名古屋lC 

通常なら13,060円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（7,080円お得）

⑬「愛知・三重周遊コース」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ1  東名 音羽蒲郡lC～小牧lC Ｅ1  名神 小牧lC～岐阜羽島lC 

Ｅ1A 新東名 岡崎東lC～豊田東JCT E1A 伊勢湾岸道 豊田東JCT～四日市JCT

Ｅ1A 新名神 四日市JCT～甲賀土山JCT 
          亀山JCT～亀山西JCT

Ｅ19 中央道 土岐lC～小牧JCT

Ｅ23 東名阪道 名古屋西JCT～伊勢関lC Ｅ23 伊勢道 伊勢関lC～伊勢lC

Ｅ41 東海北陸道 一宮JCT～一宮西lC Ｅ42 紀勢道 勢和多気JCT～紀伊長島lC

C2  名二環 C3  東海環状道 豊田東JCT～五斗蒔SlC 
            大安lC～新四日市JCT

 お得なご利用例

【普通車】 

名古屋lC ⇒ 土岐南多治見lC ⇒【土岐プレミアムアウトレット】⇒【多治見市モザイクミュージアム】

⇒ 土岐南多治見lC ⇒ 伊勢lC ⇒【鳥羽水族館】⇒【伊勢神宮】⇒ 伊勢lC ⇒ 名古屋lC 

通常なら11,930円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（5,950円お得）
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⑭「北陸・飛騨周遊コース」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,200円 3,220円 5,980円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

 ご利用区間 

Ｅ8  北陸道 朝日lC～米原JCT Ｅ19 名神道 小牧lC～彦根lC

Ｅ27 舞鶴若狭道 敦賀JCT～小浜lC
E41 東海北陸道 一宮JCT～小矢部砺波

JCT 
C3  東海環状道 富加関～山県lC 

大野神戸lC～養老lC

 お得なご利用例

【普通車】 

一宮lC ⇒ 富山lC ⇒ 【富山城・富岩運河環水公園】 ⇒ 富山lC ⇒金沢森本lC⇒ 

 【深谷温泉】⇒金沢森本lC ⇒白川郷lC⇒飛騨清見lC ⇒ 【高山・古い街並み】 ⇒ 

飛騨清見lC ⇒一宮lC 

通常なら12,840円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,980円（6,860円お得）
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⑮「滋賀・京都・若狭乗り放題プラン」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,300円 2,205円 4,095円 

軽自動車等 5,000円 1,750円 3,250円 

 ご利用区間 

Ｅ１ 名神 米原JCT～西宮lC Ｅ１Ａ 新名神 甲賀土山lC～草津JCT 
       高槻JCT・lC～神戸JCT 

Ｅ２ 山陽道 神戸JCT～神戸北lC Ｅ２Ａ 中国道 吹田JCT～吉川lC 

Ｅ８ 北陸道 米原JCT～敦賀lC Ｅ９ 京都縦貫道 

Ｅ２７ 舞鶴若狭道 Ｅ８８ 京滋バイパス 

Ｅ８９ 第二京阪道路 鴨川東lC～久御山JCT

 お得なご利用例

  【普通車】 

吹田lC ⇒ 京都東lC ⇒ （湖西道路） ⇒ 【白髭神社】 ⇒ 敦賀lC 【気比の松原】 ⇒ 

三方五湖スマートlC【三方五湖】⇒ 小浜lC【小浜市内泊】 ⇒ 舞鶴東lC【舞鶴赤れんがパーク】 ⇒ 

宮津天橋立lC【天橋立】 ⇒ 吹田lC 

通常なら8,750円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で4,095円（4,655円お得） 
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⑯「京都・兵庫乗り放題プラン」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,000円 2,100円 3,900円 

軽自動車等 4,800円 1,680円 3,120円 

 ご利用区間 

Ｅ１ 名神 京都南lC～西宮lC Ｅ１Ａ 新名神 高槻JCT～神戸JCT 

Ｅ２ 山陽道 神戸JCT～備前ＩC Ｅ２Ａ 中国道 吹田JCT～佐用lC 

Ｅ９ 京都縦貫道 Ｅ２７ 舞鶴若狭道 吉川JCT～舞鶴東lC 

Ｅ２９ 播磨道 Ｅ２９ 鳥取道 

Ｅ７２ 北近畿豊岡道 遠阪トンネル
Ｅ８８ 京滋バイパス 久御山JCT～久御山淀
lC

Ｅ８９ 第二京阪道路 鴨川東lC～久御山JCT Ｅ９５ 播但連絡道路

 お得なご利用例

  【普通車】 

中国吹田lC ⇒ 生野北lC 【生野銀山】 ⇒ 和田山lC 【竹田城跡】 ⇒ 日高神鍋高原lC ⇒  

【城崎温泉】⇒（一般道）⇒ 【天橋立】 ⇒ 宮津天橋立lC ⇒ 舞鶴東lC【舞鶴赤レンガパーク】 ⇒

福知山lC【福知山城】 ⇒ 中国吹田lC 

通常なら8,750円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,900円（4,850円お得） 

⑰「和歌山・奈良乗り放題プラン」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,300円 2,205円 4,095円 

軽自動車等 5,000円 1,750円 3,250円 

 ご利用区間 

Ｅ１ 名神 京都南lC～吹田lC 
Ｅ１Ａ 新名神 城陽JCT～八幡京田辺JCT 
       高槻lC 

Ｅ２４ 京奈道路 Ｅ２５ 西名阪道 

Ｅ２６ 近畿道 Ｅ２６・Ｅ４２ 阪和道 

Ｅ７１ 関西空港道 Ｅ７１ 関空橋 

Ｅ８８ 京滋バイパス 久御山JCT～久御山淀
lC

Ｅ８９ 第二京阪道路

Ｅ９０ 堺泉北道路 Ｅ９１ 南阪奈道路

Ｅ９２ 第二阪奈道路

 お得なご利用例

   【普通車】 

   吹田lC ⇒ 南紀白浜lC 【アドベンチャーワールド、白浜温泉】 ⇒和歌山lC 【和歌山城】 ⇒ 

 泉佐野lC【アウトレット】 ⇒ 吹田lC 

通常なら9,130円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で4,095円（5,035円お得） 
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⑱「中国乗り放題プラン」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

3日間 
普通車 9,300円 3,255円 6,045円 

軽自動車等 7,400円 2,590円 4,810円 

4日間 
普通車 10,500円 3,675円 6,825円 

軽自動車等 8,400円 2,940円 5,460円 

 ご利用区間 

Ｅ２ 山陽道 赤穂lC～廿日市JCT 
       大竹JCT～山口JCT 
       宇部JCT～下関JCT 

Ｅ２ 広島岩国道路 

Ｅ２Ａ 中国道 佐用JCT～下関lC Ｅ２Ａ 関門橋 

Ｅ９ 山陰道 Ｅ２９ 鳥取道 

Ｅ３１ 広島呉道路 Ｅ５４ 尾道道

Ｅ５４ 松江道 Ｅ７３ 岡山道

Ｅ７３ 米子道 Ｅ７４ 広島道

Ｅ７４ 浜田道  

 お得なご利用例

 【3日間・普通車】 

    広島lC ⇒ 岩国lC 【錦帯橋】 ⇒ 三次東lC ⇒ 三刀屋木次lC ⇒ 

松江玉造lC 【松江城、松江玉造温泉】 ⇒ （一般道） ⇒ 【水木しげるロード】 ⇒ 米子lC ⇒

蒜山lC【蒜山高原】⇒ 岡山lC【岡山後楽園】 ⇒ 倉敷lC【倉敷美観地区】 ⇒ 広島lC 

通常なら13,560円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で6,045円（7,515円お得） 
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⑲「岡山・鳥取・出雲乗り放題プラン」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 5,600円 1,960円 3,640円 

軽自動車等 4,500円 1,575円 2,925円 

 ご利用区間 

Ｅ２ 山陽道 赤穂lC～尾道lC Ｅ２Ａ 中国道 佐用JCT～三次東JCT 

Ｅ９ 山陰道 米子西lC～東出雲lC 
       松江玉造lC～出雲lC 

Ｅ２９ 鳥取道 

Ｅ５４ 尾道道 Ｅ５４ 松江道 

Ｅ７３ 岡山道 Ｅ７３ 米子道

 お得なご利用例

【2日間・普通車】 

   岡山lC ⇒ 尾道本線 ⇒ 三刀屋木次lC ⇒ 出雲lC【出雲大社】 ⇒

松江玉造lC【玉造温泉・松江城】 ⇒ （一般道） ⇒ 【水木しげるロード】 ⇒ 米子lC ⇒ 岡山lC 

通常なら7,820円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,640円（4,180円お得） 

⑳ 「広島・島根乗り放題プラン」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 5,300円 1,855円 3,445円 

軽自動車等 4,200円 1,470円 2,730円 

 ご利用区間 

Ｅ２ 山陽道 福山東lC～廿日市JCT 
       大竹JCT～岩国lC 

Ｅ２ 広島岩国道路 

Ｅ２Ａ 中国道 東城lC～六日市lC Ｅ９ 山陰道 

Ｅ３１ 広島呉道路 Ｅ５４ 尾道道 

Ｅ５４ 松江道 Ｅ７４ 広島道

Ｅ７４ 浜田道  

 お得なご利用例

【2日間・普通車】 

   広島lC ⇒ 三次東本線 ⇒ 三刀屋木次lC ⇒ 松江玉造本線 ⇒（松江道路）⇒ 東出雲lC ⇒

   安来lC【足立美術館】 ⇒ 東出雲lC【松江城、玉造温泉】 ⇒松江玉造本線⇒三刀屋木次lC ⇒ 

世羅lC【世羅高原農場】 ⇒ 尾道本線 ⇒ 尾道lC【尾道市内】 ⇒ 広島lC 

通常なら7,310円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,445円（3,865円お得） 
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㉑ 「広島・山口乗り放題プラン」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,500円 2,275円 4,225円 

軽自動車等 5,200円 1,820円 3,380円 

 ご利用区間 

Ｅ２ 山陽道 広島東lC～廿日市JCT 
       大竹JCT～山口JCT 
       宇部JCT～下関JCT 

Ｅ２ 広島岩国道路 

Ｅ２Ａ 中国道 千代田lC～下関lC Ｅ２Ａ 関門橋 

Ｅ９ 山陰道 江津lC～浜田JCT Ｅ３１ 広島呉道路 

Ｅ７４ 広島道 Ｅ７４ 浜田道

 お得なご利用例

【2日間・普通車】 

   広島lC ⇒ 下関lC 【唐戸市場】 ⇒ 美祢東lC 【秋吉台】 ⇒ （一般道） ⇒ 【湯田温泉】 ⇒

（一般道） ⇒ 【萩】 ⇒ （一般道） ⇒ 【津和野】 ⇒ 六日市lC ⇒ 広島lC 

通常なら8,950円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で4,225円（4,725円お得） 
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㉒ 「四国乗り放題プラン」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,300円 2,205円 4,095円 

軽自動車等 5,000円 1,750円 3,250円 

3日間 
普通車 6,900円 2,415円 4,485円 

軽自動車等 5,500円 1,925円 3,575円 

 ご利用区間 

Ｅ１１ 高松道 Ｅ１１・Ｅ３２ 徳島道 

Ｅ１１・Ｅ５６ 松山道 Ｅ３２・Ｅ５６ 高知道 

Ｅ７６ 今治小松道路  

 お得なご利用例

【3日間・普通車】 

高松西lC ⇒大豊lC 【ゆとりすとパークおおとよ】⇒ 高知lC 【桂浜、高知城】⇒ 四万十町中央lC ⇒ 

 （一般道）⇒【天赦園】⇒ 宇和島朝日lC ⇒ 松山lC【道後温泉】 ⇒東予丹原lC【タオル美術館】⇒ 

   ⇒ 新居浜lC【マイントピア別子】 ⇒ さぬき豊中lC【金刀比羅宮】 ⇒ （一般道） ⇒ 高松市内 

通常なら9,970円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で4,485円（5,485円お得） 
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㉓ 「四国乗り放題プラン（ＪＢ本四高速セットプラン）」

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 9,800円 3,430円 6,370円 

軽自動車等 7,800円 2,730円 5,070円 

3日間 
普通車 10,400円 3,640円 6,760円 

軽自動車等 8,300円 2,905円 5,395円 

 ご利用区間 

Ｅ１１ 高松道 Ｅ１１・Ｅ３２ 徳島道 

Ｅ１１・Ｅ５６ 松山道 Ｅ２８ 神戸淡路鳴門道 

Ｅ３０ 瀬戸中央道 Ｅ３２・Ｅ５６ 高知道 

Ｅ７６ 西瀬戸道（しまなみ海道） Ｅ７６ 今治小松道路

 お得なご利用例

【2日間・普通車】 

垂水lC ⇒ 淡路lC 【国営明石海峡公園、淡路ワールドパークONOKORO】 ⇒ （一般道） ⇒ 

洲本lC ⇒ 鳴門北lC【渦の道】 ⇒ 徳島lC【眉山】⇒ 大豊lC【祖谷のかずら橋】 ⇒ 

高知lC【高知城】 ⇒ 垂水lC 

通常なら14,430円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で6,370円（8,060円お得） 
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㉔ 「九州乗り放題プラン」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

3日間 
普通車 7,900円 2,765円 5,135円 

軽自動車等 6,300円 2,205円 4,095円 

4日間 
普通車 8,900円 3,115円 5,785円 

軽自動車等 7,100円 2,485円 4,615円 

 ご利用区間 

Ｅ２Ａ 関門橋 Ｅ３ 九州道 

Ｅ３Ａ 南九州道 Ｅ１０ 宮崎道 

Ｅ１０・Ｅ７８ 東九州道 Ｅ３４ 長崎道

Ｅ３４ 大分道 Ｅ３５ 西九州道 武雄JCT～佐世保中央lC 

Ｅ７７ 九州中央道 Ｅ９６ 長崎バイパス

Ｅ９７ 日出バイパス  

 お得なご利用例

  【3日間・普通車】 

太宰府lC ⇒ えびのlC 【えびの高原】 ⇒ 八代lC【八代神社】 ⇒ 熊本lC【熊本城】 ⇒（一般道）⇒  

⇒ 【阿蘇】 ⇒（やまなみハイウェイ）⇒【由布院】⇒ 湯布院lC ⇒九重lC【九重夢大吊橋】⇒ 太宰府lC  

通常なら11,020円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で5,135円（5,885円お得） 
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㉕ 「熊本・佐賀・長崎乗り放題プラン」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 5,600円 1,960円 3,640円 

軽自動車等 4,500円 1,575円 2,925円 

 ご利用区間 

Ｅ３ 九州道 古賀lC～八代JCT Ｅ３Ａ 南九州道 八代JCT～日奈久lC 

Ｅ３４ 長崎道 Ｅ３４ 大分道 鳥栖JCT～筑後小郡lC 

Ｅ３５ 西九州道 武雄JCT～佐世保中央lC Ｅ７７ 九州中央道

Ｅ９６ 長崎バイパス  

 お得なご利用例

   【2日間・普通車】

太宰府lC ⇒ 東脊振lC 【吉野ヶ里歴史公園】 ⇒ 波佐見有田lC 【有田焼ろくろ体験】 ⇒ 

  佐世保中央lC【九十九島パールシーリゾート】 ⇒ 諫早lC ⇒ 【島原城】 ⇒（フェリー） ⇒ 

【熊本城】 ⇒ 熊本lC ⇒ 太宰府 

通常なら8,390円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,640円（4,750円お得） 

㉖ 「熊本・大分・福岡乗り放題プラン」  

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 5,600円 1,960円 3,640円 

軽自動車等 4,500円 1,575円 2,925円 

 ご利用区間 

Ｅ２Ａ 関門橋 Ｅ３ 九州道 門司lC～松橋lC 

Ｅ１０ 東九州道 北九州JCT～佐伯lC Ｅ３４ 長崎道 鳥栖lC～鳥栖JCT 

Ｅ３４ 大分道 Ｅ７７ 九州中央道

Ｅ９７ 日出バイパス  

 お得なご利用例

 【2日間・普通車】 

   太宰府lC ⇒ 臼杵lC 【風連鍾乳洞、臼杵石仏】 ⇒ 別府lC 【別府温泉】 ⇒  

（やまなみハイウェイ） ⇒ 【阿蘇】 ⇒ （一般道） ⇒ 【熊本城】 ⇒ 熊本lC ⇒ 太宰府lC 

通常なら8,260円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,640円（4,620円お得） 
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㉗ 「熊本・宮崎・鹿児島乗り放題プラン」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 6,300円 2,205円 4,095円 

軽自動車等 5,000円 1,750円 3,250円 

 ご利用区間 

Ｅ３ 九州道 熊本lC～鹿児島lC Ｅ３Ａ 南九州道 

Ｅ１０ 宮崎道 
Ｅ１０・Ｅ７８ 東九州道 延岡南lC～清武南lC 
          末吉財部lC～加治木JCT

Ｅ７７ 九州中央道  

 お得なご利用例

 【2日間・普通車】 

   熊本lC ⇒ 鹿児島lC 【仙巌園】 ⇒（指宿スカイライン）⇒ 【指宿温泉】 ⇒（指宿スカイライン）⇒  

 鹿児島lC ⇒ 溝辺鹿児島空港lC【霧島神宮】 ⇒（一般道）⇒ 【高千穂牧場】 ⇒高原lC⇒ 熊本lC 

通常なら8,950円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で4,095円（4,855円お得） 
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㉘ 「阪神高速周遊パス」 

 プラン料金 

利用日数 利用車種 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 
普通車 3,200円 1,120円 2,080円 

軽自動車等 2,700円 945円 1,755円 

 ご利用区間 

阪神高速全路線 

※北神戸線の伊川谷JCT～永井谷JCTまたは湾岸（垂水）線の垂水JCT～名谷JCTのみを通行

する場合を除く 

 お得なご利用例

 【2日間・普通車】 

水走入口 ⇒ なんば出口【なんば・心斎橋】 ⇒ えびす町入口 ⇒ 天保山出入口 【大阪港】 

 ⇒ 有馬口出入口 【有馬温泉】 ⇒ 京橋出入口【神戸南京町】 ⇒ 梅田出入口【梅田】⇒水走出口 

通常なら5,530円のところ、（普通車・平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,080円（3,450円お得） 

阪神高速周遊パス 
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北海道 コース詳細 

①「道央道・札樽道コース」

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ５ 道央道 虻田洞爺湖lC～岩見沢lC Ｅ５Ａ 札樽道  

Ｅ５Ａ 後志道 Ｅ３８ 道東道 千歳恵庭JCT～追分町lC 

Ｅ６３ 日高道

■お得なご利用例 

札幌北lC ⇒ 余市lC ⇒（一般道）⇒ 【洞爺湖・羊蹄山】 ⇒ 虻田洞爺湖lC ⇒ 室蘭lC ⇒ 

 【地球岬】 ⇒ 登別室蘭lC ⇒ 沼ノ端西lC ⇒ (一般道) ⇒ 【襟裳岬】 ⇒ 追分町lC ⇒ 札幌北lC 

通常なら二輪車１台5,240円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（3,225円お得）

別紙３ ツーリングプランの対象エリア等 
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首都圏 コース詳細 

②「上信越道・中央道コース」

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,600円 1,260円 2,340円 

Ｅ１７ 関越道 練馬lC～高崎lC  Ｅ１８ 上信越道 藤岡JCT～小諸lC 

Ｅ２０ 中央道 高井戸lC～諏訪lC Ｅ５０ 北関東道 高崎JCT～前橋南lC 

Ｅ５２ 中部横断道 白根lC～双葉JCT Ｅ６８ 中央道 大月JCT～都留lC 

Ｃ４  圏央道 高尾山lC～坂戸lC

■お得なご利用例 

調布lC ⇒ 諏訪lC ⇒【ビーナスライン】⇒ 【八ヶ岳】 ⇒ 佐久lC ⇒ 練馬lC  

通常なら二輪車１台6,740円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,340円（4,400円お得）
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③「東北道・常磐道コースミニ」

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 2,500円 875円 1,625円 

Ｅ４ 東北道 川口JCT～宇都宮lC Ｅ６ 常磐道 三郷lC～日立南太田lC 

Ｅ５０ 北関東道 佐野田沼lC～岩舟JCT Ｅ５０ 北関東道 栃木都賀JCT～水戸南lC 

Ｅ５０ 東水戸道路 Ｅ５１ 東関東道 鉾田lC～茨城町JCT 

Ｃ３ 外環道 川口中央lC～三郷南lC Ｃ４ 圏央道 白岡菖蒲lC～つくば牛久lC

■お得なご利用例 

    三郷lC ⇒ 友部lC ⇒【ツインリンクもてぎ】⇒（一般道）⇒ 【那珂湊おさかな市場】 ⇒ ひたちなかlC 

   ⇒ 三郷lC 

通常なら二輪車1台4,580円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で1,625円（2,955円お得）

④「東北道・常磐道コースワイド」

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

3日間 5,100円 1,785円 3,315円 

Ｅ４ 東北道 川口JCT～福島飯坂lC Ｅ６ 常磐道 三郷lC～相馬lC 

Ｅ４９ 磐越道 いわきJCT～会津若松lC Ｅ５０ 北関東道 佐野田沼lC～岩舟JCT 

Ｅ５０ 北関東道 栃木都賀JCT～水戸南lC Ｅ５０ 東水戸道路 

Ｅ５１ 東関東道 鉾田lC～茨城町JCT Ｃ３ 外環道 川口中央lC～三郷南lC

Ｃ４ 圏央道 白岡菖蒲lC～つくば牛久lC

■お得なご利用例 

 川口JCT ⇒ 福島飯坂lC ⇒ 【磐梯吾妻スカイライン】【磐梯吾妻レイクライン】【磐梯山ゴールドライン】 

   ⇒（一般道）⇒ 【会津東山温泉】 ⇒（一般道）⇒ 【大内宿】【甲子大橋】 ⇒ 白河lC ⇒ 川口JCT  

通常なら二輪車１台8,650円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,315円（5,335円お得） 
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⑤「東関東道・館山道コース」

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 2,500円 875円 1,625円 

Ｅ１４ 京葉道路 Ｅ１４ 館山道 

Ｅ１４ 富津館山道 Ｅ５１ 東関東道 湾岸市川lC～潮来lC 

Ｅ６５ 新空港道 Ｅ８２ 千葉東金道路 

Ｃ４ 圏央道 下総lC～大栄JCT Ｃ４ 圏央道 松尾横芝lC～木更津JCT

ＣＡ 東京湾アクアライン ＣＡ 東京湾アクアライン連絡道

■お得なご利用例 

 湾岸市川lC ⇒ 潮来lC ⇒【犬吠崎】⇒【外房黒潮ライン】 ⇒ 富浦lC ⇒ 湾岸市川lC 

通常なら二輪車1台4,510円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で1,625円（2,885円お得）

⑥「首都圏 東名・中央道コースミニ」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 2,500円 875円 1,625円 

Ｅ１ 東名 東京lC～沼津lC  
Ｅ１Ａ 新東名 海老名南JCT～伊勢原大山lC 
        御殿場JCT～長泉沼津lC

Ｅ２０ 中央道 高井戸lC～甲府昭和lC Ｅ６８ 中央道 大月JCT～河口湖lC 

Ｅ６８ 東富士五湖道路 Ｅ８４ 西湘バイパス

Ｅ８４・Ｃ４ 新湘南バイパス Ｅ８５ 小田原厚木道路

Ｃ４ 圏央道 茅ヶ崎JCT～八王子西lC  

■お得なご利用例 

東京lC ⇒ 沼津lC ⇒ 【伊豆・箱根】 ⇒ 箱根口lC ⇒ 東京lC 

通常なら二輪車１台4,240円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で1,625円（2,615円お得） 
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⑦「首都圏東名・中央道コースワイド」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,900円 1,365円 2,535円 

Ｅ１ 東名 東京lC～焼津lC  
Ｅ１Ａ 新東名 海老名南JCT～伊勢原大山lC
         御殿場JCT～藤枝岡部lC

Ｅ１９・Ｅ２０ 中央道 高井戸lC～伊那lC Ｅ１９ 長野道 岡谷JCT～安曇野lC 

Ｅ５２ 新東名 清水連絡路 
清水JCT～新清水JCT

Ｅ５２ 中部横断道 六郷lC～双葉JCT、 
            新清水JCT～富沢lC

Ｅ６８ 東富士五湖道路 Ｅ６８ 中央道 大月JCT～河口湖lC

Ｅ８４ 西湘バイパス Ｅ８４・Ｃ４ 新湘南バイパス

Ｅ８５ 小田原厚木道路 Ｃ４ 圏央道 茅ヶ崎JCT～八王子西lC

■お得なご利用例 

 高井戸lC ⇒ 諏訪lC ⇒【ビーナスライン】⇒ 諏訪lC ⇒ 高井戸lC 

通常なら二輪車１台7,200円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,535円（4,665円お得） 
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中京圏 コース詳細 

⑧「中京圏 東名・中央道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,600円 1,260円 2,340円 

Ｅ１ 東名 静岡lC～小牧lC Ｅ１ 名神 小牧lC～一宮lC

Ｅ１Ａ 新東名新静岡lC～豊田東JCT Ｅ１Ａ 伊勢湾岸道 豊田東JCT～名古屋南JCT

Ｅ１９ 長野道 岡谷JCT～安曇野lC Ｅ１９・Ｅ２０ 中央道 諏訪lC～小牧JCT

Ｅ６９ 新東名 引佐連絡路 
浜松いなさ北lC～三ヶ日JCT

Ｃ２ 名二環 全線

Ｃ３ 東海環状道 豊田東JCT～美濃加茂lC

■お得なご利用例 

名古屋lC ⇒ 静岡lC ⇒ 【日本平】 ⇒ 静岡lC ⇒ 藤枝岡部lC ⇒ 【天竜峡】 ⇒ 飯田山本lC 

⇒ 名古屋lC 

通常なら二輪車１台6,920円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,340円（4,580円お得） 
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⑨「伊勢道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ１ 名神 彦根lC～京都南lC Ｅ１Ａ 伊勢湾岸道 豊明lC～四日市JCT

Ｅ１Ａ 新名神 四日市JCT～草津JCT、 
亀山JCT～亀山西JCT 

Ｅ２３ 東名阪道 名古屋西JCT～伊勢関lC 

Ｅ２３ 伊勢道 伊勢関lC～伊勢lC Ｅ４２ 紀勢道 勢和多気JCT～紀伊長島lC

Ｃ２ 名二環 全線 Ｃ３ 東海環状道 大安lC～新四日市JCT

■お得なご利用例 

名古屋西lC ⇒ 伊勢lC ⇒ 【伊勢志摩・鳥羽】 ⇒ 伊勢lC ⇒ 名古屋西lC 

通常なら二輪車１台5,360円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（3,345円お得） 

⑩「東海北陸道・北陸道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

3日間 5,100円 1,785円 3,315円 

Ｅ１ 名神 一宮lC～八日市lC  Ｅ８ 北陸道 米原JCT～富山lC 

Ｅ２７ 舞鶴若狭道 若狭美浜lC～敦賀JCT Ｅ４１ 東海北陸道 一宮JCT～小矢部砺波JCT

Ｃ３ 東海環状道 美濃加茂lC～山県lC、 
           大野神戸lC～養老lC

■お得なご利用例

一宮lC ⇒白川郷lC ⇒【合掌造り集落】⇒ 白川郷lC ⇒ 富山lC ⇒【富山城・富岩運河環水公園】 

⇒ 富山lC ⇒ 一宮lC

通常なら二輪車１台9,100円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で3,315円（5,785円お得） 
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⑪「中央道・東海北陸道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 2,000円 700円 1,300円 

Ｅ１ 東名 名古屋lC～小牧lC Ｅ１ 名神 小牧lC～岐阜羽島lC

Ｅ１９ 中央道 中津川lC～小牧JCT Ｅ４１ 東海北陸道 一宮JCT～郡上八幡lC

Ｃ３ 東海環状道 豊田勘八lC～山県lC

■お得なご利用例 

名古屋lC ⇒ 郡上八幡lC ⇒【せせらぎ街道・野麦峠】⇒ 中津川lC ⇒ 名古屋lC 

通常なら二輪車１台3,890円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で1,300円（2,590円お得）
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関西 コース詳細 
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⑫「名神・北陸道・京都縦貫道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,600円 1,260円 2,340円 

Ｅ１ 名神 米原JCT～西宮lC Ｅ１Ａ 新名神 草津田上lC～草津JCT 

        城陽JCT・lC～八幡京田辺JCT・lC 

        高槻JCT・lC～宝塚北スマートlC 

Ｅ２Ａ 中国道 吹田JCT～西宮北lC Ｅ８ 北陸道 米原JCT～敦賀lC

Ｅ９ 京都縦貫道 Ｅ２４ 京奈道路 

Ｅ２６ 近畿道 吹田JCT～松原lC Ｅ２７ 舞鶴若狭道 福知山lC～敦賀JCT 

Ｅ８８ 京滋バイパス Ｅ８９ 第二京阪道路  

Ｅ９２ 第二阪奈道路

■お得なご利用例 

     豊中lC ⇒ 宮津天橋立lC ⇒ 【天橋立】 ⇒ 宮津天橋立lC ⇒ 三方五湖スマートlC ⇒ 

【三方五湖】 ⇒ （一般道） ⇒ 【琵琶湖】 ⇒ （一般道） ⇒ 京都東lC ⇒ 豊中lC 

通常なら二輪車１台6,820円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,340円（4,480円お得） 

⑬「中国道・山陽道・播但道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ１Ａ 新名神 宝塚北スマートlC～神戸JCT Ｅ２ 山陽道 神戸JCT～倉敷lC 

Ｅ２Ａ 中国道 西宮北lC～北房lC Ｅ２７ 舞鶴若狭道 吉川JCT～福知山lC 

Ｅ２９ 播磨道 Ｅ２９ 鳥取道  

Ｅ７２ 北近畿豊岡道 遠阪トンネル Ｅ７３ 岡山道 

Ｅ７３ 米子道 落合JCT～久世lC Ｅ９５ 播但連絡道路 

■お得なご利用例 

 神戸北lC ⇒ 倉敷lC ⇒ 【倉敷美観地区】 ⇒（一般道） ⇒ 【岡山後楽園・岡山城】 ⇒

岡山lC ⇒ 神戸北lC 

    通常なら二輪車１台6,030円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（4,015円お得） 
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⑭「阪和道コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 2,500円 875円 1,625円 

Ｅ１Ａ 新名神 城陽JCT・lC～八幡京田辺JCT・lC Ｅ２４ 京奈道路 

Ｅ２５ 西名阪道 Ｅ２６ 近畿道 

Ｅ２６・Ｅ４２ 阪和道 Ｅ７１ 関西空港道 泉佐野JCT～りんくうJCT

Ｅ８９ 第二京阪道路 巨椋池本線～門真JCT Ｅ９０ 堺泉北道路 

Ｅ９１ 南阪奈道路 Ｅ９２ 第二阪奈道路

■お得なご利用例 

吹田lC ⇒ 新庄lC ⇒ （一般道） ⇒ 【高野山】 ⇒ （（【高野龍神スカイライン】一般道） ⇒  

【白浜温泉】 ⇒ （一般道） ⇒ 【潮岬】 ⇒ （一般道） ⇒ 南紀田辺lC ⇒ 吹田lC 

通常なら二輪車１台4,700円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で1,625円（3,075円お得）
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四国 コース詳細 

⑮「香川・徳島・高知コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ１１ 高松道 Ｅ１１ 松山道 川之江JCT～三島川之江lC 

Ｅ１１・Ｅ３２ 徳島道 Ｅ３２・Ｅ５６ 高知道

■お得なご利用例 

高松西lC ⇒ 高知lC ⇒ 【桂浜】 ⇒ （【横浪黒潮ライン】一般道） ⇒ 【四国カルスト】 ⇒ 

（一般道） ⇒ 【足摺岬】 ⇒ （一般道） ⇒ 須崎東lC ⇒ 高松西lC 

       通常なら二輪車１台5,690円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（3,675円お得） 
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⑯「愛媛・高知コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ１１ 高松道 大野原lC～川之江JCT Ｅ１１・Ｅ５６ 松山道 

Ｅ３２ 徳島道 井川池田lC～川之江東JCT Ｅ３２・Ｅ５６ 高知道 

Ｅ７６ 今治小松道

■お得なご利用例 

 松山lC ⇒ 南国lC ⇒（【室戸スカイライン】一般道） ⇒ 【室戸岬】 ⇒ （一般道）⇒ 【桂浜】 ⇒ 

高知lC ⇒ 大豊lC ⇒ 【祖谷渓】 ⇒ 井川池田lC ⇒ 松山lC 

    通常なら二輪車１台6,150円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（4,135円お得）
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九州 コース詳細
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⑰「熊本・佐賀・長崎コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ３  九州道 古賀lC～八代JCT Ｅ３Ａ 南九州道 八代JCT～日奈久lC 

Ｅ３４ 大分道 鳥栖JCT～筑後小郡lC Ｅ３４ 長崎道 

Ｅ３５ 西九州道 武雄JCT～佐世保中央lC Ｅ７７ 九州中央道  

Ｅ９６ 長崎バイパス 

■お得なご利用例 

太宰府lC ⇒ 熊本lC ⇒ 【阿蘇山】 ⇒ （一般道・フェリー） ⇒ 【雲仙温泉】 ⇒ 

【雲仙普賢岳】 ⇒ 諫早lC ⇒ 長崎lC ⇒ 【長崎市内】 ⇒ 長崎lC ⇒ 太宰府lC 

通常なら二輪車１台5,580円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（3,565円お得） 

 ※フェリー運賃は含まれておりません。 

⑱「熊本・大分・福岡コース」 

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

2日間 3,100円 1,085円 2,015円 

Ｅ３ 九州道 門司lC～松橋lC Ｅ１０ 東九州道 北九州JCT～佐伯lC 

Ｅ３４ 大分道  Ｅ３４ 長崎道 鳥栖JCT～鳥栖lC 

Ｅ７７ 九州中央道 Ｅ９７ 日出バイパス 

■お得なご利用例 

太宰府lC ⇒ 熊本lC ⇒ 【阿蘇山】 ⇒（【やまなみハイウェイ】一般道） ⇒ 湯布院lC ⇒

別府lC ⇒ 【別府温泉】 ⇒ 別府lC ⇒ 上毛スマートlC ⇒ （一般道） ⇒ 【耶馬渓】 ⇒

（一般道） ⇒ 日田lC ⇒ 太宰府lC 

通常なら二輪車１台5,550円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,015円（3,535円お得）
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⑲「熊本・宮崎・鹿児島コース」  

利用日数 プラン料金 プラン料金への給付額 お支払い実額 

3日間 4,600円 1,610円 2,990円 

Ｅ３ 九州道 福岡lC～鹿児島lC Ｅ３Ａ 南九州道 八代JCT～日奈久lC 

           鹿児島西lC～市来lC 

Ｅ１０ 宮崎道 Ｅ１０ 東九州道 延岡南lC～清武JCT 

Ｅ３４ 大分道 鳥栖JCT～筑後小郡lC Ｅ３４ 長崎道 鳥栖JCT～鳥栖lC

Ｅ７７ 九州中央道  Ｅ７８ 東九州道 加治木JCT・lC～末吉財部lC

           清武JCT～清武南lC  

■お得なご利用例 

太宰府lC ⇒ 熊本lC ⇒ 【阿蘇山】 ⇒ （一般道） ⇒【高千穂峡】 ⇒ （一般道） ⇒ 

延岡南lC ⇒ 宮崎西lC ⇒ 【宮崎市内】 ⇒ 宮崎lC ⇒ 都城lC ⇒（一般道）⇒ 

【佐多岬】 ⇒ 【桜島】 ⇒ 【霧島温泉】 ⇒ 【霧島神宮】 ⇒ 【えびの高原】 ⇒

えびのlC ⇒ 太宰府lC 

通常なら二輪車１台8,960円のところ、（平日昼間利用の場合） 

このプランの利用で2,990円（5,970円お得）


