
                            別紙１ 

 

ＣＥＰ・ＡＩＰ・ＮＥＰについて  

１.ＣＥＰ・ＡＩＰ・ＮＥＰの特長 

（１）周遊エリアが定額で２日間～１４日間乗り放題になり、白川郷、金沢、富士山、京都、伊勢志摩

をはじめとしたエリア内の魅力あふれる観光地をお楽しみいただけます。 

（２）通行料金が定額であり、また、ＥＴＣでのご利用となることから、支払いのために料金所で停止

することなくご通行いただけ、日本の有料道路に不慣れな外国人のお客さまでも、お気軽にご利用

いただけます。 

（３）株式会社トヨタレンタリース愛知・名古屋・東京・多摩・神奈川・横浜・静岡・岐阜・富山・石

川・福井、タイムズモビリティネットワークス株式会社、ニッポンレンタカーサービス株式会社、

オリックス自動車株式会社（以下「各レンタカー会社」と記載）が提供するレンタカーでご利用い

ただきます。 

 
２.各プランの価格 

                           （価格は税込み） 

プ ラ ン 

価   格 

ＣＥＰ 

※販売中 

ＡＩＰ 

※継続実施（オプション） 

ＮＥＰ 

※販売中（オプション） 

２ｄａｙｓ ５，０００円 

１，５００円 １，５００円 

３ｄａｙｓ ６，０００円 

４ｄａｙｓ ７，０００円 

５ｄａｙｓ ８，０００円 

６ｄａｙｓ ９，０００円 

７ｄａｙｓ １０，０００円 

８ｄａｙｓ １１，０００円 

２，０００円 ２,０００円 

９ｄａｙｓ １２，０００円 

１０ｄａｙｓ １３，０００円 

１１ｄａｙｓ １４，０００円 

１２ｄａｙｓ １５，０００円 

１３ｄａｙｓ １５，５００円 

１４ｄａｙｓ １６，０００円 

   ※ＣＥＰ単独のご利用はできますが、ＡＩＰまたはＮＥＰ単独でのご利用はできません（ＣＥＰへ

のお申込みが必要となります）。 

   ※ＣＥＰ・ＡＩＰ・ＮＥＰは、普通車のみご利用可能です。 

 

３.各プランの乗り放題エリア（ご利用できる路線の一覧は別紙２のとおり） 

・ＣＥＰ 

中日本高速道路株式会社が管理する道路および、 

名神（八日市ＩＣ～京都南ＩＣ）・新名神（甲賀土山ＩＣ～草津ＪＣＴ） 

   



・ＡＩＰ 

愛知道路コンセッション株式会社が管理する道路のうち、南知多道路、知多横断道路、知多半島道

路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロードおよび名古屋瀬戸道路の全線 

    ※ＥＴＣによる無線通信のできない衣浦トンネル、衣浦豊田道路はＡＩＰのご利用はできません 

  ・ＮＥＰ 

   名古屋高速道路公社が管理する道路 全線  

 

●対象区間地図（２０１６年１０月１日時点） 

 

 

 

４．ご利用いただける方 

  外国のパスポートをお持ちの方または外国に永住権をお持ちの日本人 

ただし、日本で利用可能な運転免許証をお持ちの方に限ります。 

 
５．対象車両 

  各レンタカー会社が提供する自動車（普通車）およびＥＴＣカードを用いて、ＥＴＣ無線通信で走行

する車両 

  



６．申込方法 

  利用開始前までに、ＣＥＰを取扱う各レンタカー会社の取扱い店舗（取扱店舗の一覧は別紙３のとお

り）でのお申込みとなります。 

 

７．ＣＥＰ・ＡＩＰ・ＮＥＰのご利用にあたっての注意事項 

・ＣＥＰは、周遊エリア内にあるＩＣから乗って、周遊エリア内のＩＣで降りた走行のみ適用されます。 

 ・周遊エリア外の有料道路を走行することも出来ますが、以下の場合はＣＥＰが適用されないことから、

レンタカーを返却する際に、ＣＥＰが適用されなかった区間の料金をお支払いください。この場合、

周遊エリア内の一部を走行したか否かに関わらず、当該利用全体について適用対象外とします。 

一 周遊エリア内から乗って、周遊エリア外で降りた場合 

二 周遊エリア外から乗って、周遊エリア内で降りた場合 

三 周遊エリア外から乗って、周遊エリア外で降りた場合 

四 あらかじめ登録された期間外の利用 

 

８．その他 

 本商品に関する詳細につきましては、ＮＥＸＣＯ中日本公式Ｗｅｂサイトに掲載いたします。 

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/page/?id=27（日本語版） 

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/cep/en/（英語版） 

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/cep/tw/（中国語（繁体字）版） 

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/cep/kr/（韓国語版） 

 

 また、ＣＥＰ最新情報・観光情報につきましては、速旅 Facebook でもご案内いたします。 

https://www.facebook.com/hayatabi.en（英語版） 

https://www.facebook.com/hayatabi.tw（中国語（繁体字）版） 

https://www.facebook.com/hayatabi.kr（韓国語版） 

 



別紙２ 

●対象区間（２０１６年１０月１日時点） 

種 別 対象区間 

ＣＥＰ 

＜ＮＥＸＣＯ中日本 ※一部ＮＥＸＣＯ西日本＞ 

東名（東京ＩＣ～小牧ＩＣ） 

新東名（御殿場ＪＣＴ～豊田東ＪＣＴ、新清水ＪＣＴ～清水ＪＣＴ、浜松いなさＪＣＴ

～三ヶ日ＪＣＴ） 

名神（小牧ＩＣ～京都南ＩＣ） 

新名神（四日市ＪＣＴ～新四日市ＪＣＴ、亀山ＪＣＴ～草津ＪＣＴ） 

中央道（高井戸ＩＣ～河口湖ＩＣ、大月ＪＣＴ～小牧ＪＣＴ） 

伊勢湾岸道（豊田東ＪＣＴ～四日市ＪＣＴ） 

北陸道（米原ＪＣＴ～朝日ＩＣ） 

舞鶴若狭道（敦賀ＪＣＴ～小浜ＩＣ） 

東海北陸道（一宮ＪＣＴ～小矢部砺波ＪＣＴ） 

長野道（岡谷ＪＣＴ～安曇野ＩＣ） 

中部横断道（双葉ＪＣＴ～増穂ＩＣ） 

東名阪道（名古屋西ＪＣＴ～伊勢関ＩＣ） 

伊勢道（伊勢関ＩＣ～伊勢ＩＣ） 

紀勢道（勢和多気ＪＣＴ～紀伊長島ＩＣ） 

名二環（名古屋西ＪＣＴ～名古屋ＩＣ・名古屋南ＪＣＴ） 

圏央道（茅ヶ崎ＪＣＴ～八王子西ＩＣ） 

東海環状道（豊田東ＪＣＴ～関広見ＩＣ、新四日市ＪＣＴ～東員ＩＣ、養老ＪＣＴ～大

垣西ＩＣ） 

東富士五湖道路（富士吉田ＩＣ～須走ＩＣ） 

小田原厚木道路（厚木ＩＣ～小田原西ＩＣ） 

新湘南バイパス（藤沢ＩＣ～茅ヶ崎海岸ＩＣ） 

西湘バイパス（西湘二宮ＩＣ～石橋ＩＣ、早川ＪＣＴ～箱根口ＩＣ） 

安房峠道路（平湯ＩＣ～中ノ湯ＩＣ） 

 

ＡＩＰ 

＜愛知道路コンセッション株式会社＞ 

南知多道路 

知多横断道路 

知多半島道路       全線 

中部国際空港連絡道路 

猿投グリーンロード 

名古屋瀬戸道路 

 

※衣浦トンネル、衣浦豊田道路はＥＴＣによるご走行ができないため「ＡＩＰ」による

ご利用はできません。 

 

ＮＥＰ 

＜名古屋高速道路公社＞ 

名古屋高速道路（高速都心環状線、高速１号楠線、高速２号東山線、高速３号大高線、

高速４号東海線、高速５号万場線、高速６号清須線、高速１１号小牧線、高速１６号 

一宮線）全線 

 

      

 



   別紙３ 
ＣＥＰ・ＡＩＰ・ＮＥＰ取扱店舗一覧 

 

●トヨタレンタリース ４０店舗 

 

 

都県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ㈱トヨタレンタリース愛知

りんくう常滑駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース愛知

名古屋駅西口店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

名古屋駅前店 ㈱トヨタレンタリース愛知

ＪＲセントラルタワーズ店 ㈱トヨタレンタリース愛知

名駅笹島店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

泥江（ひじえ）店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

金山駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

テレビ塔店 ㈱トヨタレンタリース愛知

矢場町店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

丸の内駅北店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

丸の内駅前店 ㈱トヨタレンタリース名古屋

太田川駅前 ㈱トヨタレンタリース名古屋 6月1日取扱開始

羽田空港店 ㈱トヨタレンタリース東京

羽田空港第１ビル受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース東京

羽田空港第２ビル受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース東京

八王子駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

立川駅南口店 ㈱トヨタレンタリース多摩

高幡店 ㈱トヨタレンタリース多摩

国分寺駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

京王堀之内駅前店 ㈱トヨタレンタリース多摩

新横浜駅前店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

新横浜駅新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース横浜

横浜駅中央西口店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

横浜駅西口店 ㈱トヨタレンタリース横浜

みなとみらい駅前店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

元町石川店 ㈱トヨタレンタリース横浜

関内店 ㈱トヨタレンタリース横浜

小田原駅新幹線口店 ㈱トヨタレンタリース神奈川

静岡県 富士山静岡空港受付カウンター店 ㈱トヨタレンタリース静岡

岐阜県 高山駅前店 ㈱トヨタレンタリース岐阜

富山駅前店 ㈱トヨタレンタリース富山

富山空港店 ㈱トヨタレンタリース富山

高岡店 ㈱トヨタレンタリース富山

黒部宇奈月温泉駅前店 ㈱トヨタレンタリース富山

金沢駅東口店 ㈱トヨタレンタリース石川

金沢駅西口店 ㈱トヨタレンタリース石川

小松空港店 ㈱トヨタレンタリース石川

福井県 福井駅東口店 ㈱トヨタレンタリース福井

愛知県

東京都

神奈川県

石川県

富山県



●タイムズカーレンタル １８店舗 

 
●ニッポンレンタカー １２店舗 

 

都県 店舗名 会社名 備考

セントレア中部国際空港店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋新幹線口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

上前津店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

名古屋伏見店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田空港第１ターミナルカウンター店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

羽田空港第２ターミナルカウンター店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

八王子駅南口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

タイムズステーション有楽町イトシア店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

シナガワ　グース店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

神奈川県 新横浜プリンス店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

三島駅南口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

新富士駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

静岡駅西店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

浜松駅南店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

岐阜県 岐阜駅前店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱

京都府 京都新幹線口店 ﾀｲﾑｽﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ 10月1日取扱開始

愛知県

静岡県

東京都

都県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

名古屋駅西口営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱ 9月1日取扱開始

名古屋伏見営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋今池営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

名古屋栄営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

新名古屋ミュージカル劇場営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

東京都 羽田営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ㈱東都ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ

富士山静岡空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

御殿場駅前営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ東海㈱

富山駅北口営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

富山空港営業所 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰ名鉄㈱

愛知県

静岡県

富山県



●オリックスレンタカー １０店舗 

 

都県 店舗名 会社名 備考

中部国際空港店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

名古屋新幹線口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

東京都 東京駅八重洲口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港第１ビルカウンター ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

成田空港第２ビルカウンター ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

富山駅北口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

新高岡駅前店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

金沢駅兼六園口店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

小松空港東店 ｵﾘｯｸｽ自動車㈱

愛知県

千葉県

富山県

石川県


