
 

 

 

1. 「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 

2日間 
普通車 6,300円 

軽自動車等 5,000円 

 ご利用区間 

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

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

Ｅ８ 北陸道 米原JCT～敦賀IC 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IC～久御山JCT  

 

 

 

 

 

別紙１ 



 

 

 

 お得なご利用例 

    【2日間・普通車】 

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

三方五湖スマートIC【三方五湖】⇒ 小浜IC【小浜市内泊】 ⇒ 舞鶴東IC【舞鶴赤レンガパーク】 ⇒ 

宮津天橋立IC【天橋立】 ⇒ 吹田IC 

 

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6,300円（2,450円お得） 

 

2. 「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 

2日間 
普通車 6,000円 

軽自動車等 4,800円 

 ご利用区間 

Ｅ１ 名神 京都南IC～西宮IC Ｅ１Ａ 新名神 高槻JCT～神戸JCT 

Ｅ２ 山陽道 神戸JCT～備前ＩIC Ｅ２Ａ 中国道 吹田JCT～佐用IC 

Ｅ９ 京都縦貫道 Ｅ２７ 舞鶴若狭道 吉川JCT～舞鶴東IC 

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
IC 

Ｅ８９ 第二京阪道路 鴨川東IC～久御山JCT Ｅ９５ 播但連絡道路 

 お得なご利用例 

  【2日間・普通車】  

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

【城崎温泉】⇒ （一般道） ⇒ 【天橋立】 ⇒ 宮津天橋立IC ⇒ 舞鶴東IC【舞鶴赤れんがパーク】 ⇒  

福知山IC【福知山城】 ⇒ 中国吹田IC 

 

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6,000円（2,750円お得） 

 

3. 「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 

2日間 
普通車 6,300円 

軽自動車等 5,000円 

 ご利用区間 

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

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
IC 

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 

   【2日間・普通車】 

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

 泉佐野IC【アウトレット】 ⇒ 吹田IC 

 

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6,300円（2,830円お得） 

 

 

4. 「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 

3日間 
普通車 9,300円 

軽自動車等 7,400円 

4日間 
普通車 10,500円 

軽自動車等 8,400円 



 

 

 

 ご利用区間 

Ｅ２ 山陽道 赤穂IC～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IC 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IC ⇒ 岩国IC 【錦帯橋】 ⇒ 三次東IC ⇒ 三刀屋木次IC ⇒  

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

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

 

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9,300円（4,260円お得） 

 

5. 「岡山・鳥取・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 

2日間 
普通車 5,600円 

軽自動車等 4,500円 

 ご利用区間 

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

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

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IC ⇒ 尾道本線 ⇒ 三刀屋木次IC ⇒ 出雲IC【出雲大社】 ⇒  

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

 

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5,600円（2,220円お得） 

 

 

 



 

 

6. 「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 

2日間 
普通車 5,300円 

軽自動車等 4,200円 

 ご利用区間 

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

Ｅ２ 広島岩国道路 

Ｅ２Ａ 中国道 東城IC～六日市IC 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IC ⇒ 三次東本線 ⇒ 三刀屋木次IC ⇒ 松江玉造本線 ⇒ （松江道路） ⇒ 東出雲IC ⇒ 

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

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

 

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5,300円（2,010円お得） 

 

7. 「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 

2日間 
普通車 6,500円 

軽自動車等 5,200円 

 ご利用区間 

Ｅ２ 山陽道 広島東IC～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IC～下関IC Ｅ２Ａ 関門橋 

Ｅ９ 山陰道 江津IC～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IC ⇒ 下関IC 【唐戸市場】 ⇒ 美祢東IC 【秋吉台】 ⇒ （一般道） ⇒ 【湯田温泉】 ⇒  

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

 

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6,500円（2,450円お得） 

 



 

 

 

8. 「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 

2日間 
普通車 6,300円 

軽自動車等 5,000円 

3日間 
普通車 6,900円 

軽自動車等 5,500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IC ⇒ 大豊IC 【ゆとりすとパークおおとよ】 ⇒ 高知IC 【桂浜、高知城】 ⇒ 四万十町中央IC ⇒ 

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

   ⇒ 新居浜IC【マイントピア別子】 ⇒ さぬき豊中IC【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6,900円（3,070円お得） 



 

 

 

9. 「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 

3日間 
普通車 7,900円 

軽自動車等 6,300円 

4日間 
普通車 8,900円 

軽自動車等 7,100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IC 

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IC ⇒ えびのIC 【えびの高原】 ⇒ 八代IC【八代神社】 ⇒ 熊本IC【熊本城】 ⇒  

（一般道） ⇒ 【阿蘇】 ⇒ （やまなみハイウェイ） ⇒ 【由布院】 ⇒ 湯布院IC ⇒ 

九重IC【九重夢大吊橋】 ⇒ 太宰府IC  

 

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7,900円（3,120円お得） 

 

10. 「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 

2日間 
普通車 5,600円 

軽自動車等 4,500円 

 ご利用区間 

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

Ｅ３４ 長崎道 Ｅ３４ 大分道 鳥栖JCT～筑後小郡IC 

Ｅ３５ 西九州道 武雄JCT～佐世保中央IC 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IC ⇒ 東脊振IC 【吉野ヶ里歴史公園】 ⇒ 波佐見有田IC 【有田焼ろくろ体験】 ⇒ 

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

【熊本城】 ⇒ 熊本IC ⇒ 太宰府IC 

 

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5,600円（2,790円お得） 

 

11. 「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 

2日間 
普通車 5,600円 

軽自動車等 4,500円 

 ご利用区間 

Ｅ２Ａ 関門橋 Ｅ３ 九州道 門司IC～松橋IC 

Ｅ１０ 東九州道 北九州JCT～佐伯IC Ｅ３４ 長崎道 鳥栖IC～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IC ⇒ 臼杵IC 【風連鍾乳洞、臼杵石仏】 ⇒ 別府IC 【別府温泉】 ⇒  

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

 

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5,600円（2,660円お得） 

 

12. 「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 

2日間 
普通車 6,300円 

軽自動車等 5,000円 

 ご利用区間 

Ｅ３ 九州道 熊本IC～鹿児島IC Ｅ３Ａ 南九州道 

Ｅ１０ 宮崎道 
Ｅ１０・Ｅ７８ 東九州道 延岡南IC～清武南IC 
          末吉財部IC～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IC ⇒ 鹿児島IC 【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IC ⇒ 溝辺鹿児島空港IC【霧島神宮】 ⇒ （一般道） ⇒ 【高千穂牧場】 ⇒ 高原IC ⇒ 熊本IC 

 

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6,300円（2,650円お得） 

 


