
    
■各ドライブプランの詳細 

1 御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン 

○高速道路周遊パス、ご利用日数、お買い物券・クーポンシートの内容および販売価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お得なおすすめモデルコース 

番号：①（平日・普通車利用） 

東京 IC ⇒ 裾野 IC 【富士サファリパーク】  

車で周遊しながら野生動物を観察できる日本最大級のサファリパーク 

 裾野 IC ⇒ 御殿場 IC【御殿場プレミアム・アウトレット】 

国内外の人気ブランドが勢揃いのアウトレットでショッピングを満喫。 

 御殿場 IC ⇒ 東京 IC 

○通常料金：8,340 円 

・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）     ：5,840 円 

・お買い物券                  ：2,500 円 

○御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン ：5,800 円    お得額 2,540 円 

番

号 

高速道路定額利用 ご利用 

日数 

お買い物券 

クーポンシート 

販売価格 

発着エリア 

（道路名・対象区間） 

周遊エリア 

（道路名・対象区間） 
普通車 軽自動車等 

① 
 E1 東名高速道路  

東京 IC、東名川崎 IC 

 E1 1東名高速道路  

大井松田 IC～裾野 IC 
1日間 

お買い物券 

（2,500円分） 

＋ 

クーポンシート 

5,800円 5,100円 

② 
 E1東名高速道路  

横浜青葉 IC、横浜町田 IC 
5,000円 4,500円 

③ 

 E1東名高速道路  

厚木 IC 

 C4首都圏中央連絡自動車道（圏央道） 

海老名 IC 

4,400円 4,000円 

④ 

 C4首都圏中央連絡自動車道（圏央道） 

寒川北 IC、寒川南 IC 

 E84 / C4 新湘南バイパス 

藤沢 IC、茅ヶ崎西 IC、茅ヶ崎海岸 IC 

5,000円 4,500円 

 

別紙 1 

高速道路料金が 

約 40％お得！ 



    
■お得なご利用例 

番号：①（平日・普通車利用） 

東京 IC ⇒ 御殿場 IC 【御殿場プレミアム・アウトレット】 → 御殿場 IC ⇒ 東京 IC 

 

○通常料金：7,640 円 

・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）     ：5,140 円 

・お買い物券                  ：2,500 円 

○御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン ：5,800 円    お得額 1,840 円 

 

2 土岐プレミアム・アウトレット ドライブプラン 

○高速道路周遊パス、ご利用日数、お買い物券・クーポンシートの内容および販売価格 

※1 名古屋瀬戸道路の利用料金が別途必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お得なおすすめモデルコース（日帰り利用の場合） 

番号：③（平日・普通車利用） 

名古屋 IC ⇒ 中津川 IC【馬篭宿】風情豊かな宿場町でのんびり散策。グルメスポットも盛りだくさん。 

中津川 IC ⇒ 飯田 IC 【りんご狩り】秋の味覚を満喫。 りんご農園でりんご食べ放題！ 

飯田 IC  ⇒ 土岐南多治見 IC 【土岐プレミアム・アウトレット】 

国内外の人気ブランドが勢揃いのアウトレットでショッピング満喫。 

土岐南多治見 IC ⇒ 名古屋 IC 

 

番

号 

高速道路定額利用 
お買い物券 

クーポンシート 

販売価格 

発着エリア（道路名・対象区間） 
周遊エリア 

（道路名・対象区間） 

ご利用日数 

（最大） 
普通車 軽自動車等 

① 
 E1名神高速道路 

彦根 IC、湖東三山ｽﾏｰﾄ IC 

 E19中央自動車道 

飯田 IC～多治見 IC 

 C3東海環状自動車道 

土岐 JCT～土岐南多治見 IC 

連続する 

2日間 

お買い物券 

（4,000円分） 

＋ 

クーポンシート 

※高速道路定額利

用のうち 1日でお

引替えください。 

9,100円 8,000円 

② 
 E1名神高速道路 

小牧 IC、一宮 IC 
7,400円 6,700円 

③ 

 E1東名高速道路 

名古屋 IC、春日井 IC 

（名古屋瀬戸道路 長久手 IC※1） 

7,300円 6,600円 

高速道路料金が 

約 35％お得！ 



○通常料金：10,410円

・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）   ：6,410円 

・お買い物券   ：4,000 円 

○土岐プレミアム・アウトレット ドライブプラン ：7,300 円   お得額 3,110 円 

■お得なおすすめモデルコース（2 日間利用の場合）

番号：③（平日・普通車利用）

1 日目 

名古屋 IC ⇒ 中津川 IC【馬篭宿】風情豊かな宿場町でのんびり散策。グルメスポットも盛りだくさん。 

中津川 IC ⇒ 飯田 IC 【天竜舟下り】約 35分の船旅で、大自然の渓谷美を満喫。 

飯田 IC  ⇒ 飯田山本 IC【昼神温泉泊】 

pH9.7という強アルカリ性を誇る日本屈指の「美人の湯」昼神温泉に宿泊。 

【スタービレッジ阿智】 

無数の星が煌めく、日本一のナイトツアーをお楽しみください。 

2 日目 

園原 IC ⇒ 恵那 IC 【ストーンミュージアム博石館】手作り体験、宝探しにわくわく。

 【岩村城跡】「東洋のマチュピチュ」と称される名城跡を見学。 

古き良き城下町のそぞろ歩きもお楽しみ。 

恵那 IC ⇒ 土岐南多治見 IC【土岐プレミアム・アウトレット】

国内外の人気ブランドが勢揃いのアウトレットでショッピング満喫。 

土岐南多治見 IC ⇒ 名古屋 IC 

   ：6,480円 

○通常料金：10,480円

・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）

・お買い物券  ：4,000 円 

○土岐プレミアム・アウトレット ドライブプラン：7,300 円   お得額 3,180 円 

高速道路料金が 

約 45％お得！ 

高速道路料金が 

約 45％お得！ 


