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■概要等 

問１ 「阪神高速 ＥＴＣポイントプレゼント２０１７」とはどのようなものですか。 

「阪神高速 ＥＴＣポイントプレゼント２０１７（以下、本プレゼントといいます。）」と

は、ＷＥＢでお申し込みいただいた方から抽選で２０，０００名様に阪神高速の通行料金

の支払いに限り利用できる阪神高速 ＥＴＣポイント（以下「ＥＴＣポイント」といいます。）

３，０００ポイント（３，０００円分）をプレゼントするものです。 

 

名   称 「阪神高速 ＥＴＣポイントプレゼント２０１７」 

本プレゼント内容 

ＷＥＢでお申し込みいただいたお客さまの中から阪神高速の通行

料金の支払いに限り利用できるＥＴＣポイント３，０００ポイント

（３，０００円分）を抽選で２０，０００名様にプレゼント。 

応募期間 
平成２９年１０月２日（月）１０時～平成２９年１１月３０日（水）

２４時 

応募対象者 

ＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカード（高速道路会

社が発行するＥＴＣコーポレートカードは除く）をお持ちのお客さ

ま 

応募方法 

本プレゼント実施規約に定める事項に承諾し、個人情報の取扱いに

関して当社が別に講じる措置に同意した上で、ＷＥＢでお申込みい

ただくことによって成立します。 

お問い合せ先 

■お問い合わせ先 

阪神高速サービス㈱内 

「阪神高速ＥＴＣポイントプレゼント２０１７」事務局 

ＴＥＬ：０６－６４４８－１２７６ 

営業時間 ９：３０～１７：３０ 

（土日、祝日、年末年始を除く） 

 

 

  



問２ 本プレゼント全体の流れを教えてください。 

１．本プレゼントの応募（抽選への参加お申込み）は、本プレゼント実施規約に定める事

項に承諾し、個人情報の取扱いに関して当社が別に講じる措置に同意した上で、アンケ

ートにご回答いただき、本プレゼントにお申込みいただくことによって成立します。 

２．本プレゼントの応募期間終了後、抽選対象のお客さまの中から抽選を行い、当選者の

方を決定します。 

３．当選者の方に対して、当社から平成２９年１２月中に登録されたメールアドレスにポ

イントの登録完了通知を行います。なお、当選通知は登録完了通知をもってかえさせて

いただきます。 

４．登録完了通知を受領された当選者の方には、ＥＴＣポイントを利用いただくため、当

選メールに記載されたＵＲＬから必要情報を登録していただきます。 

 

問３ 本プレゼントの問い合わせ先はどこですか。 

阪神高速サービス㈱内 

「阪神高速ＥＴＣポイントプレゼント２０１７」事務局 

ＴＥＬ：０６－６４４８－１２７６ 

営業時間 ９：３０～１７：３０（土日、祝日、年末年始を除く） 

へお問い合わせください。 

 

※土・日・祝日につきましては、 

阪神高速お客さまセンター 

ＴＥＬ：０６－６５７６－１４８４ 

営業時間 平日８：３０～１９：００ 

土・日・祝日・年末年始（１２/２９～１/３）９：００～１８：００ 

へお問い合わせください。 

なお、お客さまセンターはポイントプレゼント事務局ではありませんので、お答えでき

ない質問等につきましては後日改めて事務局からご連絡させていただく場合がありますの

で、ご了承ください。 

 

■応募手続等 

問４ 応募対象者を教えてください。 

ＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカード（高速道路会社が発行するＥＴＣ

コーポレートカードは除く）をお持ちの方であればどなたでもご応募できます。 

 

問５ 応募方法を教えてください。 

本プレゼント実施規約に定める事項に承諾し、個人情報の取扱いに関して当社が別に講

じる措置に同意した上で、応募時にアンケートにご回答いただき、本プレゼントにお申込

みいただくことによって成立します。 

 



問６ 応募期間、応募条件を教えてください。 

応募期間は平成２９年１０月２日（月）１０時から平成２９年１１月３０日（木）２４

時までとなります。 

応募条件は以下のとおりとなります。 

◆ご本人名義（法人名義も可能）のＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカー

ド（高速道路会社が発行するＥＴＣコーポレートカードは除く）をお持ちの方 

◆メールアドレスをお持ちの方（可能な限りＰＣのメールアドレスをお願いします。） 

 

問７ 応募はなぜＷＥＢのみなのですか。 

ＥＴＣポイントの残高等はＥＴＣポイントサービス（ＷＥＢ）でご確認いただく事、Ｗ

ＥＢでアンケートを実施する事、メールでＥＴＣポイント付与の連絡を行う事等から、Ｗ

ＥＢのみとさせていただきました。 

 

問８ 複数回の応募は可能ですか。 

同一のＥＴＣカード番号のお申し込みは対象期間内１回限りとさせていただきます。同

一の方が別のＥＴＣカード番号でお申し込みいただくことは可能です。 

 

問９ 郵送で応募はできますか。 

応募はＷＥＢのみです。ご了承ください。 

 

問１０ 応募の際に必要なものは何ですか。登録（記載）内容を教えてください。 

氏名、性別、住所、電話番号、ＥＴＣカード番号、カード有効期限、生年月日、メール

アドレスとなります。 

 

問１１ メールアドレスがなくても応募はできますか。 

メールアドレスがない場合は、ご応募いただけません。 

 

問１２ 応募後、応募完了の案内メールは届きますか。 

本プレゼントは、実施規約に定める事項に承諾し、個人情報の取扱いに関して当社が別

に講じる措置に同意した上で、ＷＥＢでお申込みいただくことによって成立します。本プ

レゼントのお申込み完了メールが送信されますので、そのメールが本プレゼントのお申込

み完了メールとなります。 

なお、お申込み完了時に送信するメールアドレスは「uketsuke@hanshin-etc.jp」、当選

結果（登録完了通知）をお知らせするメールアドレスは「point@hanshin-exp.co.jp」です。

ドメイン受信許可の設定をお願いします。 

 

問１３ 家族でそれぞれ応募することはできますか。 

ご本人名義のＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカード（高速道路会社が発

行するＥＴＣコーポレートカードは除く）をお持ちの方であれば、それぞれご応募いただ



けます。 

 

問１４ 未成年者は応募できますか。 

ご本人名義のＥＴＣクレジットカード又はＥＴＣパーソナルカード（高速道路会社が発

行するＥＴＣコーポレートカードは除く）をお持ちの方であれば、それぞれご応募いただ

けます。 

 

問１５ 応募後、申込み情報に変更があった場合、どうしたらよいですか。 

阪神高速サービス㈱内 

「阪神高速ＥＴＣポイントプレゼント２０１７」事務局 

ＴＥＬ：０６－６４４８－１２７６ 

営業時間 ９：３０～１７：３０（土日、祝日、年末年始を除く） 

へご連絡ください。 

 

■抽選等 

問１６ 抽選はどのように実施するのですか。 

お申込みいただいたお客さまを対象に抽選を行います。 

 

問１７ 抽選はいつ行われるのですか。またいつ頃当選がわかるのですか。 

本プレゼントの対象期間終了後の平成２９年１２月１日（月）以降に行います。当選結

果は、平成２９年１２月中に当選者の方の登録メールアドレスにポイントの登録完了通知

を行います。なお、登録完了通知をもって当選の発表と代えさせていただきます。 

 

問１８ 当選したかどうか、確認する方法を教えてください。 

当選結果は、平成２９年１２月中に当選者の方の登録メールアドレスにポイントの登録

完了通知を行います。なお、登録完了通知をもって当選の発表とかえさせていただきます

ので、抽選及び登録完了通知に係るお問い合わせには一切お答えできません。 

 

問１９ 当選した場合、どのような連絡がありますか。 

当選結果は、平成２９年１２月中に当選者の方の登録メールアドレスにポイントの登録

完了通知を行います。登録完了通知には、プレゼントされるＥＴＣポイントをご利用いた

だくためのご案内をさせていただきます。 

 

問２０ 当選した場合、何か手続は必要ですか。 

登録完了通知に記載されているＵＲＬからＥＴＣポイントサービス（ＷＥＢ）に接続し、

パスワードの登録をしていただきます。 

 



■付与されるＥＴＣポイント等 

問２１ ＥＴＣポイントとはどのようなものですか。また、どのようにして付与されます

か。 

阪神高速の料金（１ＥＴＣポイントにつき１円換算）としてご利用いただけるＥＴＣポ

イントです。当選者の方には、お申し込み時に登録いただいたＥＴＣカード（高速道路会

社が発行するＥＴＣコーポレートカードを除く）にポイントを付与します。なお、ＥＴＣ

マイレージサービスのポイントとは異なります。 

 

問２２ ＥＴＣポイントはいつ付与されるのですか。またいつから利用できるのですか。 

当選者の方には平成２９年１２月中にご登録のメールアドレスに登録完了通知を送付

します。登録完了通知に記載されているＵＲＬからパスワードを登録していただきます。

登録完了通知に記載された利用開始日（平成３０年１月１日）よりＥＴＣポイントをご利

用いただけます。 

 

問２３ ＥＴＣポイントを付与されたあと、利用するのに何か手続は必要ですか。 

特に手続等は必要ありません。お申込み時に登録されたＥＴＣカードで阪神高速道路を

ご通行いただきますと、付与されたＥＴＣポイント分を自動的に通行料金から差し引きま

す。 

 

問２４ ＥＴＣポイントに有効期限はありますか。 

本プレゼントにより付与されるＥＴＣポイントは平成３０年６月３０日２４時までで

す。利用の有無にかかわらず、付与されたＥＴＣポイントは自動的に消滅します。 

 

問２５ ＥＴＣポイントを現金等に還元できますか。 

ＥＴＣポイントの還元はできません。 

 

問２６ ＥＴＣポイントは阪神高速道路以外の道路で使えますか。 

本プレゼントにより付与されるＥＴＣポイントは阪神高速道路でのみご利用いただけ

ます。その他の有料道路ではご利用いただけません。その他の有料道路の通行料金と阪神

高速道路の通行料金を併せていただく料金所（合併料金所）の場合は、阪神高速道路の通

行料金分にのみＥＴＣポイントをご利用いただけます。 

 

問２７ ＥＴＣマイレージサービスのポイントとは異なるのですか。 

異なります。本プレゼントで付与するＥＴＣポイントは、阪神高速の通行料金のみにご

利用いただけるものとなります。 

 

問２８ ＥＴＣマイレージサービスの還元額残高がありますが、阪神高速を利用する場合、

今回付与されたＥＴＣポイントとどちらが優先して使用されるのですか。 



本プレゼントで付与されるＥＴＣポイントが優先して使用されます。 

 

問２９ ＥＴＣポイントを利用して通行した場合、ＥＴＣマイレージサービスのポイント

は付きますか。  

８号京都線をＥＴＣポイントでご利用されてもＥＴＣマイレージサービスのポイントは

付与されません。 

 

問３０ ＥＴＣポイントの残高が通行料金に満たない場合、どうなりますか。 

ＥＴＣポイントの残高が通行料金に満たない場合は、超過分についてＥＴＣマイレ   

ージサービスの還元額残高、クレジットカード等の順にお支払いとなります。 

 

問３１ ユーザーＩＤ、パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか。 

ユーザーＩＤをお忘れの方→ポイント事務局までお問い合わせください。（平成３０年１

月１６日まで。以降、阪神高速お客さまセンターで承ります）事務局よりユーザーＩＤを

記載した登録完了通知をご登録の住所に送付します。 

パスワードをお忘れの方→阪神高速ＥＴＣポイントサービス（ＷＥＢ）より照会くださ

い。ＷＥＢにてパスワードの再設定が可能です。 

 

問３２ ＥＴＣカードを紛失した。 

ポイント事務局までお問い合わせください。ご本人情報聞き取りのうえ、事務局にて利

用停止させていただきます。なお、利用停止手続は阪神高速ＥＴＣポイントサービス（Ｗ

ＥＢ）でも設定可能です。 

（平成３０年１月１６日まで。以降、阪神高速お客さまセンターで承ります） 

 

問３３ 利用履歴はいつまで確認可能ですか。 

本プレゼントにより付与されるＥＴＣポイントは平成３０年６月３０日２４時をもって

消滅し、ポイントの利用履歴については平成３０年８月末まで阪神高速ＥＴＣポイントサ

ービス（ＷＥＢ）にてご確認いただけます。９月以降ご確認いただけなくなりますので、

ご注意ください。 

 


