
 2018年4月1日0時から、NEXCO西日本が管理する近畿圏の高速道路（近畿道、阪和道、西名阪道、
南阪奈道路及び堺泉北道路）につきましては、出口にてETC対距離料金の案内が開始されます。 

 これに伴い、阪神高速東大阪JCTの一部、松原JCT及び助松JCTの阪神高速ETCフリーフローアンテナ
において、NEXCO対距離料金を案内します。対象の入口ＥＴＣフリーフローアンテナについては以下の
とおりです。 

 

440  
東大阪西行近南入 

438 
東大阪荒本近南入 

459 松原（本線）入 

461 
松原近畿道入 

457 
松原ＪＣＴ入 

631 
助松ＪＣＴ入 

NEXCO対距離料金の案内について 
（2018.4.1から阪神高速ＥＴＣフリーフローアンテナの一部で案内を開始） 



近畿道北行から東大阪ＪＣＴを通過して阪神高速へ連続走行した料金案内等について 

Ｅ２６近畿道 八尾 ⇒ 東大阪ＪＣＴ ⇒ 阪神高速 森ノ宮の例（普通車） 

ETC 

阪神高速 近畿道 

ETC ETC 

入口（八尾） 東大阪ＪＣＴ 出口（森ノ宮） 

ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

料金案内をしません 
ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

４７０円です 

阪神高速 近畿道 

ETC ETC 

入口（八尾） 東大阪ＪＣＴ 出口（森ノ宮） 

ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

３３０円です 
ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

４７０円です 

・東大阪ＪＣＴのＥＴＣフリーフローアンテナではＮＥＸＣＯ通行料金をご案内します。 

ETC 

３月３１日以前 

４月１日以降 



阪和道北行、西名阪道及び近畿道南行から松原ＪＣＴを通過して阪神高速へ連続走行した料金案内等に
ついて 

Ｅ２６阪和道 美原北 ⇒ 松原ＪＣＴ ⇒ 阪神高速 平野の例（普通車） 

ETC 

阪神高速 阪和道 

ETC ETC 

入口（美原北） 松原ＪＣＴ 出口（平野） 

ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

料金案内をしません 
ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

４４０円です 

阪神高速 阪和道 

ETC ETC 

入口（美原北） 松原ＪＣＴ 出口（平野） 

ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

２９０円です 
ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

４４０円です 

・松原ＪＣＴのＥＴＣフリーフローアンテナではＮＥＸＣＯ通行料金をご案内します。 

ETC 

３月３１日以前 

４月１日以降 



阪和道から堺泉北道路、助松ＪＣＴを通過して阪神高速へ連続走行した料金案内等について 

Ｅ２６阪和道 美原南 ⇒ 助松ＪＣＴ ⇒ 阪神高速 泉大津の例（普通車） 

３月３１日以前 

４月１日以降 

阪神高速 阪和道 

ETC 

入口（美原南） 助松ＪＣＴ 出口（泉大津） 

ＥＴＣレーン通過時 

３００円です 

堺泉北道路 

ETC 

平井本線料金所 

ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

料金案内をしません 

ETC 

・平井本線料金所通過時にＥＴＣ対距離料金（阪和道、堺泉北道路の合計額）をご案内します。 
・助松ＪＣＴのＥＴＣフリーフローアンテナではＮＥＸＣＯ通行料金（堺泉北全線利用の料金との差額）をご案内します。 

阪神高速 阪和道 

ETC 

入口（美原南） 助松ＪＣＴ 出口（泉大津） 

ＥＴＣレーン通過時 

３００円です 

堺泉北道路 

ETC 

平井本線料金所 

ＥＴＣフリーフローアンテナ通過時 

５０円です 

ETC 

ETC 

ETC 



平 成 3 0 年 3 月 1 3 日 
営業管理課システムライン 

利用履歴発行プリンターでの印字内容（阪神高速印字内容） 

例１ 近畿道八尾ＩＣ→【東大阪ＪＣＴ→森ノ宮】 

平成３０年３月３１日以前 

平成３０年４月1日以降 

5 

利用明細書  
 

 2018年3月31日     10:00 
 入口料金所 東大阪西行近南入 
 出口料金所 東大阪西行近南入 
 車種    普通車 
 通行料金    ------円 

 合計 ----------円 

利用明細書 
 
 2018年3月31日     10:10 
 入口料金所 森之宮出 
 出口料金所 森之宮出 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥470円 

 合計    ￥470円 

【４月１日以降】履歴発行プリンターで印字される利用明細書の変更について 

利用明細書  
 

 2018年4月1日      10:00 
 入口料金所 八尾 
 出口料金所 東大阪西行近南入 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥330円 

 合計    ￥330円 

利用明細書 
 
 2018年4月1日     10:10 
 入口料金所 森之宮出 
 出口料金所 森之宮出 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥470円 

 合計    ￥470円 

※【】内の利用証明書のみ例示 

利用明細書 
 
 2018年3月31日     10:05 
 入口料金所 長田 
 出口料金所 長田 
 車種    普通車 
 通行料金   ------円 

 合計 ----------円 

利用明細書 
 
 2018年4月1日     10:05 
 入口料金所 長田 
 出口料金所 長田 
 車種    普通車 
 通行料金   ------円 

 合計 ----------円 



平 成 3 0 年 3 月 1 3 日 
営業管理課システムライン 

利用履歴発行プリンターでの印字内容（阪神高速印字内容） 

例２ 阪和道道美原北ＩＣ→【松原ＪＣＴ→平野】 

平成３０年３月３１日以前 

平成３０年４月1日以降 

6 

利用明細書  
 

 2018年3月31日     10:00 
 入口料金所 松原ＪＣＴ入 
 出口料金所 松原ＪＣＴ入 
 車種    普通車 
 通行料金    ------円 

 合計 ----------円 

利用明細書 
 
 2018年3月31日     10:10 
 入口料金所 平野出 
 出口料金所 平野出 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥440円 

 合計    ￥440円 

【４月１日以降】履歴発行プリンターで印字される利用明細書の変更について 

利用明細書  
 

 2018年4月1日      10:00 
 入口料金所 美原北 
 出口料金所 松原ＪＣＴ入 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥290円 

 合計    ￥290円 

利用明細書 
 
 2018年4月1日     10:10 
 入口料金所 平野出 
 出口料金所 平野出 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥440円 

 合計    ￥440円 

※【】内の利用証明書のみ例示 

利用明細書 
 
 2018年3月31日     10:05 
 入口料金所 大和川 
 出口料金所 大和川 
 車種    普通車 
 通行料金   ------円 

 合計 ----------円 

利用明細書 
 
 2018年4月1日     10:05 
 入口料金所 大和川 
 出口料金所 大和川 
 車種    普通車 
 通行料金   ------円 

 合計 ----------円 



平 成 3 0 年 3 月 1 3 日 
営業管理課システムライン 

利用履歴発行プリンターでの印字内容（阪神高速印字内容） 

例３ 阪和道道美原南ＩＣ→平井本線→【助松ＪＣＴ→泉大津】 

平成３０年３月３１日以前 

平成３０年４月1日以降 

7 

利用明細書  
 

 2018年3月31日     10:00 
 入口料金所 助松ＪＣＴ入 
 出口料金所 助松ＪＣＴ入 
 車種    普通車 
 通行料金    ------円 

 合計 ----------円 

利用明細書 
 
 2018年3月31日     10:10 
 入口料金所 泉大津出 
 出口料金所 泉大津出 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥300円 

 合計    ￥300円 

【４月１日以降】履歴発行プリンターで印字される利用明細書の変更について 

利用明細書  
 

 2018年4月1日      10:00 
 入口料金所 平井本線 
 出口料金所 助松ＪＣＴ入 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥50円 

 合計    ￥50円 

利用明細書 
 
 2018年4月1日     10:10 
 入口料金所 泉大津出 
 出口料金所 泉大津出 
 車種    普通車 
 通行料金     ￥300円 

 合計    ￥300円 

※【】内の利用証明書のみ例示 


