
3『飛騨牛ランチクーポン付きドライブプラン』詳細

○ご利用期間：2018年 7月 3日（火）～2018年 11月 30日（金）

※本プランのお申し込み前に、ご利用予定の店舗にお電話でご予約ください。

○高速道路定額利用・観光施設利用の内容およびご利用日数、販売価格（1／2）

番

号 

高速道路定額利用 観光施設利用 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 
内  容 普通車 軽自動車等 

A 

 E1 名神高速道路 

安八スマート IC、大垣 IC、 

養老 SAスマート IC、関ヶ原 IC、 

彦根 IC、湖東三山スマート IC 

 E8 北陸自動車道 米原 IC、長浜 IC 

 C3 東海環状自動車道 大垣西 IC、養老 IC 

 E1 名神高速道路 

小牧 IC～岐阜羽島 IC 

 E41 東海北陸自動車道 

一宮 JCT～白川郷 IC 

 C3 東海環状自動車道 

関広見 IC～美濃加茂 IC 

連続する 

最大 

2日間 

○飛騨牛ランチクーポン（2枚）

【ご利用可能店舗（例）】 

※お申し込み前に、ご利用予定の店舗にお電

話でご予約をお願いいたします。 

▽飛騨牛ステーキ定食

（お食事処みかど）

▽おまかせ！飛騨牛を

まるっと食べよう

コース

（焼肉ろくべえ）

▽飛騨牛すき焼き御膳

（味の与平）

▽飛騨路いろどり御膳

（銀風亭）

▽飛騨牛陶板焼き御膳

（お食事処あんき屋）

11,900円 10,700円 

B 

 E1 東名高速道路 

春日井 IC、守山スマート IC、名古屋 IC 

 E19 中央自動車道  

小牧東 IC、多治見 IC、土岐 IC 

 C3 東海環状自動車道  

可児御嵩 IC、五斗蒔スマート IC、 

土岐南多治見 IC 

連続する 

最大 

2日間 
11,200円 10,100円 

C 
本コースは発着エリアから周遊エリアまでの 

往復の高速道路料金は含まれません。 
(※右記周遊エリア内乗り放題のみのコースです) 

連続する 

最大 

2日間 
10,600円 9,600円 

別紙３ 



○高速道路定額利用・観光施設利用の内容およびご利用日数、販売価格（2／2）

番

号 

高速道路定額利用 観光施設利用 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 
内  容 普通車 軽自動車等 

D 
本コースは発着エリアから周遊エリアまで 

の往復の高速道路料金は含まれません。 
(※右記周遊エリア内乗り放題のみのコースです) 

 E1 東名高速道路 岡崎 IC～小牧 IC 

 E1 名神高速道路 小牧 IC～岐阜羽島 IC 

 E1A 新東名高速道路・伊勢湾岸自動車道 

岡崎東 IC～豊田南 IC 

 E19 / E20 中央自動車道 

諏訪南 IC～小牧 JCT 

 E19 長野自動車道 

岡谷 JCT～安曇野 IC 

 E41 東海北陸自動車道  

一宮 JCT～飛騨清見 IC 

 E67 中部縦貫自動車道(安房峠道路)全線 

 C3 東海環状自動車道  

豊田東 JCT～関広見 IC 

連続する 

最大 

3日間 

○飛騨牛ランチクーポン（2枚）

【ご利用可能店舗（例）】 

※お申し込み前に、ご利用予定の店舗にお電

話でご予約をお願いいたします。 

▽飛騨牛朴葉味噌

ステーキ定食

（味処古川）

▽飛騨牛ミニステーキ

御膳

（宴蔵）

▽飛騨牛ハンバーグ

ランチ＋温泉入浴

プラン

（水明館欧風レストラ

ン バーデンバーデン）

▽飛騨牛石焼定食

（道の駅白川郷

お食事処みんじゃ）

11,900円 10,700円 

E 
本コースは発着エリアから周遊エリアまで 

の往復の高速道路料金は含まれません。 
(※右記周遊エリア内乗り放題のみのコースです) 

 E1 名神高速道路 

小牧 IC～彦根 IC 

 E41 東海北陸自動車道 

一宮 JCT～小矢部砺波 JCT 

 E8 北陸自動車道  

米原 JCT～砺波 IC 

 E27 舞鶴若狭自動車道 

敦賀 JCT～敦賀南スマート IC 

 C3 東海環状自動車道 

富加関 IC～関広見 IC、 

大垣西 IC～養老 IC 

連続する 

最大 

3日間 
13,200円 11,700円 



発着・周遊エリアマップ 



発着・周遊エリアマップ 



発着・周遊エリアマップ 



○飛騨牛ランチクーポンのご利用について

以下の 9店舗でご利用いただけます。

店舗名 メニュー名 お品書き 
※オリジナルメニューとなります

店舗場所／電話番号 駐車場 

有無 

営業日・除外日／ 

利用可能時間 

備考 

お食事処みかど 飛騨牛ステーキ定食 
飛騨牛ステーキ、 

ごはん、お吸い物、小鉢 

岐阜県高山市末広町 58 

／0577-34-6789 

なし（名鉄協

商パーキング

30 分無料駐

車券あり） 

水曜定休（水曜が祝日の

場合は翌日休）／ 

11：00～14：30 

要予約（前日まで） 

※取消料

前日：50% 当日：100% 

焼肉ろくべえ 

おまかせ！ 

飛騨をまるっと食べよ

うコース 

飛騨牛カルビ、飛騨牛ロース、 

飛騨けんとん、ごはん、 スー

プ、キムチ、韓国のり、サンチュ 

岐阜県高山市岡本町 

1-114-15

／0577-35-4129 

あり 

／20 台 

無休／ 

11：00～14：00 

（L.O. 13：30） 

要予約（前日まで） 

取消料：なし 

味の与平 
飛騨牛 

すき焼御膳 

飛騨牛すき焼・すき焼用野菜

鍋、生野菜サラダ、小鉢、茶碗蒸

し、生卵、ご飯、みそ汁、漬物、 

ソフトドリンク、アイス

岐阜県高山市上三之町 105 

／0577-32-0016 

あり 

／3 台 

不定休。 

10/9、10/10 は設定除外

／11：00～15：00 

（L.O. 14：30） 

要予約（前日まで） 

※取消料

当日：100%

銀風亭 
飛騨路 

いろどり御膳 

飛騨牛と朴葉みそ焼き、 

飛騨牛ローストビーフサラダ盛

り、飛騨牛と温玉のユッケ盛り、 

郷土煮物、小鉢、ごはん、 

味噌汁、漬物、デザート 

岐阜県高山市上一之町 66 

／0577-32-7566 

あり 

／3 台 

月曜定休（祝祭日は営業・

振替休日あり） 

10/9、10/10 は設定除外

／11:00～14：00 

（L.O. 14：00） 

要予約（前日まで） 

※取消料

当日：100%

お食事処あんき屋 
飛騨牛 

陶板焼御膳 

飛騨牛ロース、バラ、 

山菜盛り合わせ（3 種）、 

ミニざるそば、ごはん、みそ汁、

つけもの、デザート 

岐阜県高山市 

奥飛騨温泉郷平湯 768-36 

／0578-89-2755 

あり 

／30 台 

不定休。8/11～16、9/15

～9/17 は設定除外／ 

11：00～21：30 

（L.O. 21：00） 

要予約（前日まで） 

取消料：なし 

味処古川 
飛騨牛朴葉味噌 

ステーキ

飛騨牛ステーキ、よもぎうどん、 

サラダ、小鉢 3 皿、 ごはん、

味噌汁、漬物、果物

岐阜県飛騨市 

古川町壱之町 11-3 

／0577-73-7100 

無し 

（飛騨市役

所駐車場） 

不定休／ 

9：30～17：30 

（L.O. 14：30） 

要予約（前日まで） 

取消料：なし 

宴蔵 

飛騨牛 

ミニステーキ

御膳 

飛騨牛ミニステーキ、小鉢 2 皿、 

ごはん、味噌汁、漬物、デザート 

岐阜県下呂市森 971-59 

／0576-24-2883 

あり 

／5 台 

不定休／ 

11：00～15：00 

（L.O. 14：30） 

要予約（前日まで） 

※取消料：

当日：50%

無連絡未利用：100% 

水明館欧風ﾚｽﾄﾗﾝ 

バーデンバーデン 

飛騨牛ハンバーグラ

ンチ

＋温泉入浴プラン 

飛騨牛ハンバーグステーキ（温

野菜添え）、ミニサラダ、 

ライスまたはパン、プチデザー

ト、

コーヒーまたは紅茶、温泉入浴

券 

岐阜県下呂市幸田 1268 

／0576-25-2800 

あり 

／200 台 

無休／ 

11：00～14：00 

（L.O. 14：00） 

要予約（前日まで） 

取消料： 

当日：50% 

無連絡未利用：100% 

道の駅白川郷 

お食事処みんじゃ 
飛騨牛石焼定食 

飛騨牛の石焼（飛騨牛・野菜）、 

サラダ、ごはん、味噌汁、

岐阜県大野郡白川村飯島 411 

／05769-6-1310 

あり 

／60 台 

10/17～10/20、11/12～

11/30 は除外／ 

要予約（5 日前まで） 
取消料： 



和え物（2 種類）、漬物、フルーツ 9：30～16：00（L.O. 15：00） 前日：50% 当日：100% 

■お得なご利用例

番号：A（平日・ETC普通車利用）

小牧 IC ⇒ 飛騨清見 IC → 「飛騨高山 古い町並」 → 「飛騨牛ランチ」 → 飛騨清見 IC ⇒  白鳥 IC → 「清流長良川あゆパーク」 → 

白鳥 IC ⇒ 郡上八幡 IC → 「郡上八幡散策」 → 郡上八幡 IC ⇒ 小牧 IC 

○通常料金：13,160 円

・高速道路通常料金（平日昼間、ETC普通車） ： 7,360円 

・飛騨牛ランチクーポン（2 枚）  ： 5,800 円 

○速旅「飛騨牛ランチクーポン付きドライブプラン」 ： 10,600 円 お得額 2,560円 




