
    

1 新穂高ロープウェイ乗車券・お買物券付きドライブプラン 

○ご利用期間：2018年 4月 18日（水）～2018年 11月 28日（水） 

※乗車券・お買物券は、本プランのご利用期間内（2日間または 3日間のうち指定した 1日）にお引換えください。 

○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） 

※1 安八スマート IC は現在工事中です。開通後からご利用いただけます。 ※2 守山スマート ICは 2018 年 3月 24日の開通後からご利用いただけます。 

※3 お買物券の有効期限はお買物券の引換日を含む 3 日間となります。 

 

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 

（最大） 
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※1、大垣 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 

2日間 ○新穂高ロープウェイ乗車券 

（大人 2 名） 

新穂高温泉駅～西穂高口駅・往復 

＊特別割引料金で提供 

 

○新穂高お買物券※3
（1,000 円分） 

【ご利用可能施設】 

・新穂高温泉駅 

・しらかば平駅 

・ビジターセンター山楽館 

・西穂高口駅 

 

※乗車券、お買物券は「新穂高温泉駅」でお引換えの

うえ、上記【ご利用可能施設】でご利用ください。 

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※2、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 

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) 

2日間 10,600円 9,600円 

別紙 1－1 



    

○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） 

※1 お買物券の有効期限はお買物券の引換日を含む 3 日間となります。 

 

 

 

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 

（最大） 
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 

3日間 

○新穂高ロープウェイ乗車券 

（大人 2 名） 

新穂高温泉駅～西穂高口駅・往復 

＊特別割引料金で提供 

 

○新穂高お買物券※1
（1,000 円分）

 

【ご利用可能施設】 

・新穂高温泉駅」 

・しらかば平駅 

・ビジターセンター山楽館 

・西穂高口駅 

 

※乗車券、お買物券は「新穂高温泉駅」でお引換

えのうえ、上記【ご利用可能施設】でご利用くだ

さい。 

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 

3日間 13,200円 11,700円 



    

○お買物券のご利用対象商品 

券種 対象観光施設 主な対象商品 対象外商品・サービス 

新穂高お買物券 

新穂高温泉駅 山麓駅ショップ、 

喫茶・軽食「笠ヶ岳」 
お食事、お土産など 対象外：なし 

しらかば平駅 レストラン「あるぷす」 

      「アルプスのパン屋さん」 

       テイクアウト「パノラマ」 

お食事など 対象外：なし 

ビジターセンター山楽館  

天然温泉露天風呂「神宝乃湯」、 

ガイドウォーク・スノーシュート・トレ

ッキングガイド 

対象外：左記以外の内容 

西穂高口駅 喫茶・軽食「マウントビュー」 

      売店 
お食事、お土産など 対象外：切手 

 

○乗車券・お買物券の引換えについて 

新穂高ロープウェイ新穂高温泉駅でお引換えください。 

 

■お得なご利用例 

番号：E（平日・普通車利用）  

 

一宮 IC ⇒ 飛騨清見 IC →  「新穂高温泉駅」（乗車券・お買物券のお引換え） → 「新穂高ロープウェイ」 → 西穂高口駅（お食事など） 

→ 「新穂高温泉」（宿泊）※1 

→  「高山（古い町並みなど）」※1 → 飛騨清見 IC ⇒ 白川郷 IC → 「白川郷」※1 → 白川郷 IC ⇒ 金沢東 IC → 「金沢市内」（宿泊）※1 

→  「金沢市内」※1 → 金沢西 IC ⇒ 金津 IC → 「東尋坊など」※1 → 金津 IC ⇒ 一宮 IC 

※1 新穂高温泉、金沢市内でのご宿泊料金および白川郷などでの観光に要する費用などは、本プランに含まれません。 

 

○通常料金：18,550 円 

・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）    ： 11,750 円 

・乗車券・お買物（乗車券・お買物券相当額）      ：  6,800 円 

 

○速旅 新穂高ロープウェイ乗車券・お買物券付きドライブプラン  ：13,200 円     お得額 5,350円 



    

2 乗鞍シャトルバス乗車券・お買物券付きドライブプラン 

○ご利用期間：2018年 5月 15日（火）～2018年 10月 28日（日） 

※乗車券・お買物券は、本プランのご利用期間内（2日間または 3日間のうち指定した 1日）にお引換えください。 

○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） 

※1 安八スマート IC は現在工事中です。開通後からご利用いただけます。 ※2 守山スマート ICは 2018 年 3月 24日の開通後からご利用いただけます。 

※3 お買物券の有効期限はお買物券の引換日を含む 3 日間となります。 

 

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 

（最大） 
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※1、大垣 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 

2日間 

○乗鞍シャトルバス乗車券（大人 2名） 

平湯バスターミナル・ほおのき平バ

スターミナル⇔乗鞍畳平・往復 

 

○お買物券※3
（1,000 円分） 

【ご利用可能施設】 

・銀嶺荘 

・乗鞍バスターミナル 

・アルプス街道平湯 

 

※乗車券、お買物券は「ほおのき平バスターミナ

ル」または「平湯バスターミナル」でお引換えの

うえ、上記【ご利用可能施設】でご利用ください。 

 

＊特典：温泉入浴券（大人 2名） 

アルプス街道平湯 

 

11,700円 10,500円 

B 

 E11 東名高速道路   

春日井 IC、守山スマート IC※2、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 

2日間 11,000円 9,900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) 

2日間 10,400円 9,400円 

別紙 1－2 



    

○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） 

※1 お買物券の有効期限はお買物券の引換日を含む 3 日間となります。 

 

 

 

 

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 

（最大） 
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 

3日間 

○乗鞍シャトルバス乗車券 

（大人 2 名） 

平湯バスターミナル・ほおのき平バ

スターミナル⇔乗鞍畳平・往復 

 

○お買物券※1
（1,000 円分）

 

【ご利用可能施設】 

・銀嶺荘 

・乗鞍バスターミナル 

・アルプス街道平湯 

 

※乗車券、お買物券は「ほおのき平バスターミナ

ル」または「平湯バスターミナル」でお引換えの

うえ、上記【ご利用可能施設】でご利用ください。 

 

＊特典：温泉入浴券（大人 2名） 

アルプス街道平湯 

 

11,700円 10,500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 

3日間 13,000円 11,500円 



    

○お買物券のご利用対象商品 

券種 対象観光施設 主な対象商品 対象外商品・サービス 

お買物券 

銀嶺荘 お食事、お土産など 対象外：なし 

乗鞍バスターミナル お食事、お土産など 対象外：なし 

アルプス街道平湯 お食事、お土産など 対象外：タバコ 

 

○乗車券・お買物券の引換えについて 

ほおのき平バスターミナルまたは平湯バスターミナルでお引換えください。 

 

■お得なご利用例 

番号：D（平日・普通車利用）  

 

名古屋 IC ⇒ 飛騨清見 IC → 「ほおのき平バスターミナル」（乗車券・お買物券のお引換え） → 「乗鞍シャトルバス」 → 平湯温泉（宿泊）※1 

 

→ 「アルプス街道平湯（お買物、ご入浴など）」 → 安房峠道路 →「松本散策」→ 松本 IC ⇒ 安曇野 IC →「安曇野散策」→安曇野 IC ⇒ 名古屋 IC 

※1 平湯温泉でのご宿泊料金は、本プランに含まれません。 

 

○通常料金：16,760 円 

・高速道路通常料金（平日昼間、普通車）    ：9,960 円 

・乗車券・お買物（乗車券・お買物券・温泉入浴）    ：6,800 円 

 

○速旅 乗鞍シャトルバス乗車券・お買物券付きドライブプラン  ：11,700円     お得額 5,060 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 発着・周遊エリアマップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



    

 発着・周遊エリアマップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                     




