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1．販売プランおよび適用区間 

①名古屋出発プラン 

「名古屋出発エリア」から「周遊エリア」までの 1 往復と、「周遊エリア」内乗り降り自由 

 *出発エリア外からご利用の場合、出発エリアを通過して周遊エリアで降りた場合は『2020 信州めぐりフリーパス』（以下、「本割引」

といいます。）の対象外となります。 

②周遊プラン 

「周遊エリア」内乗り降り自由 

 *周遊エリア外の IC と周遊エリア内端末 IC（碓氷軽井沢 IC、信濃町 IC、諏訪南 IC、飯田山本 IC）間の料金は別途必要です。 

＜名古屋出発エリア＞ 

E19 中央道 土岐 IC～小牧 JCT E1 東名 岡崎 IC～小牧 IC 

E1 名神 小牧 IC～岐阜羽島 IC E1A 新東名 岡崎東 IC～豊田東 JCT 

E1A 伊勢湾岸道 豊田東 JCT～豊田南 IC E41 東海北陸道 一宮 JCT～美濃 IC 

C3 東海環状道 豊田東 JCT～山県 IC  

＜周遊エリア＞ 

E18 上信越道 碓氷軽井沢 IC～信濃町 IC E19 長野道 岡谷 JCT～更埴 JCT 

E20/E19 中央道 諏訪南 IC～飯田山本 IC  

 

●対象エリア図 

 

※主要な IC のみ記載しております。 

※名古屋第二環状自動車道、名古屋高速道路、名古屋瀬戸道路、その他地方道路公社等が管

理する有料道路から連続してご利用いただけますが、本割引とは別に通行料金が必要です。 

※中部横断自動車道 佐久小諸 JCT～八千穂高原 IC 間は無料区間です。 

別紙 
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2．ご利用期間 

2020 年 7 月 23 日（木）～11 月 30 日（月）のうち、連続する最大 2 日間または 3 日間。  

※8 月 7 日（金）～8 月 17 日（月）は除きます。 

●ご利用可能日カレンダー 

 
 

3．対象車種 

  ETC でご利用の普通車・軽自動車等（二輪車含む） 

※ETC コーポレートカードはご利用になれません。 

 

4．販売価格    

 ①名古屋出発プラン 

ご利用可能日数 普通車 軽自動車等 

2 日間 9，700 円 7，600 円 

3 日間 10，700 円 8，700 円 

  

②周遊プラン 

ご利用可能日数 普通車 軽自動車等 

2 日間 5，600 円 4，600 円 

 

○ご利用方法によっては、本割引を利用しなかった場合に比べて利用した場合の料金が割高になる         

場合がありますのでご注意ください。 

○本割引ご利用の際には、ETC レーンでの料金表示および ETC 車載器では通常の料金をご案内い

たしますが、本割引対象の全走行を一つにまとめて、本割引料金で請求させていただきます。 

○本割引が適用された走行は平日朝夕割引の利用回数にカウントされません。 

○名古屋第二環状自動車道、名古屋高速道路、名古屋瀬戸道路、その他地方道路公社等が管

理する有料道路は本割引の対象外となり、別途料金が必要です。 
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5．お得なご利用例   

 

 

6．ご利用方法 

①名古屋出発プラン 

 

①→②→③の順でご利用ください。①のご利用をもって本割引料金の請求をします。 

②または③から始まるご利用は本割引の対象となりません。 

事前にお申込みされた連続する最大 2 日間または 3 日間ご利用いただけます。 

※①③について出発エリア外から（まで）ご利用の場合、出発エリア内の IC で一旦高速道路を降りて

乗り直してください（出発エリア内の本線料金所を通過する場合、乗り直しは不要です。）。 

※復路走行をされた後の走行は本割引の対象となりません。 

※周遊走行において、周遊エリアを超えてご利用された場合は、本割引料金とは別に、周遊エリア

外料金として通常の料金（ETC 時間帯割引が適用される場合は、ETC 時間帯割引適用後の料

金）が別途必要となります。また、周遊エリア外から周遊エリア外への走行は、周遊エリア内を経由

する場合であっても、全区間において本割引の対象となりません。 

※首都高速道路、東京外環自動車道、名古屋第二環状自動車道、名古屋高速道路、名古屋瀬

戸道路、その他地方道路公社等が管理する有料道路は本割引の対象外となり、別途料金が必

要です。 

 

 

（※1 回のみ） 

（※1 回のみ） 
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②周遊プラン 

事前にお申込みされた連続する最大 2 日間、周遊エリア内の高速道路が乗り降り自由です。 

※周遊エリアを超えてご利用された場合は、本割引料金とは別に、周遊エリア外料金として通常の

料金（ETC 時間帯割引が適用される場合は、ETC 時間帯割引適用後の料金）が別途必要となり

ます。 

※周遊エリア外から周遊エリア外への走行は、周遊エリア内を経由する場合であっても、全区間にお

いて本割引の対象となりません。 

※地方道路公社等が管理する有料道路は本割引の対象外となり、別途料金が必要です。 

 

 

 

 ※対象とならない走行  

＜名古屋出発プラン【往復走行】＞ 

 

例①出発エリア内のみの走行 

 

名古屋 IC         土岐 IC 

 

名古屋 IC-土岐 IC の全区間が本割引の対象になりません。 

 

例②出発エリアと周遊エリア以外のインターチェンジ相互間の走行 

 

名古屋 IC        土岐 IC          中津川 IC 

 

名古屋 IC-中津川 IC の全区間が本割引の対象になりません。 

 

 

名古屋 IC        土岐 IC         飯田山本 IC       信濃町 IC      妙高高原 IC 

 

名古屋 IC-妙高高原 IC の全区間が本割引の対象になりません。 

 

例③出発エリア以外と周遊エリアのインターチェンジ相互間の走行 

 

豊明 IC         豊田南 IC         土岐 IC         飯田山本 IC       長野

IC 

 

豊明 IC-長野 IC の全区間が本割引の対象になりません。 

※出発エリア外からご利用の場合、出発エリアを通過して周遊エリアで降りた場合は本割引の対象

外となります。（出発エリア内の本線料金所を通過する場合は、本線料金所からの走行が対象と

なります。） 

 

対象区間外 

対象区間外 

対象区間外 

出発エリア内 

出発エリア内 

出発エリア内 対象区間外 周遊エリア内 

対象区間外 周遊エリア内 出発エリア内 

凡例 

    （白抜）：発着 IC 

（塗りつぶし）：通過 IC 
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＜名古屋出発プラン【周遊走行】、周遊プラン＞ 

例④周遊エリアと周遊エリア以外のインターチェンジ相互間の走行 

 

 

長野 IC         信濃町 IC        妙高高原 IC 

 

長野 IC-信濃町 IC 分は本割引料金に含まれます。 

信濃町 IC-妙高高原 IC 分は本割引の対象になりません。 

 

 

中津川 IC       飯田山本 IC       飯田 IC 

 

中津川 IC-飯田山本 IC 分は本割引の対象になりません。 

飯田山本 IC-飯田 IC 分は本割引料金に含まれます。 

 

例⑤周遊エリア以外のインターチェンジ相互間の走行 

 

中津川 IC       飯田山本 IC      碓氷軽井沢 IC    松井田妙義 IC 

 

途中、周遊エリア内を通過しても、中津川 IC‐松井田妙義 IC の全区間が本割引の対象になりません。 

 

 

7．お申込み 

 ご利用開始前までに NEXCO 東日本ホームページ「ドラぷら」からお申し込みください。 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/ 

※検索サイトからは「ドラ割」で検索をお願いします。 

※お申込み開始は 2020 年 7 月 21 日（火）14 時からとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象区間外 周遊エリア内 

対象区間外 周遊エリア内 

対象区間外 対象区間外 周遊エリア内 

申込受付ページはこちら 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/
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8．ご利用特典 

●特典① 観光施設での特典 

 『軽井沢・プリンスショッピングプラザ』当日駐車場無料サービスなど、長野県内各地の観光施設で

嬉しい特典が受けられます。 

※具体的な特典の内容は NEXCO 東日本ホームページ「ドラぷら」にて公開しますので、ご確認くださ

い。 

 

●特典② サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）での特典 

周遊エリア周辺のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）と連携し、割引サービスなどのお得

な優待特典をご用意する予定です。 

 

※特典①②のご利用方法：お申し込み完了後に自動配信される申込完了メールをプリントアウトして

持参していただくか、申込完了メールの受信画面を実施店舗にご提示ください。 

 

●特典③ アンケートプレゼント 

 ご利用後、アンケートにお答えいただいたお客さまの中から抽選で素敵なグッズをプレゼント。 

 ○長野県 PR キャラクター「アルクマ」ぬいぐるみストラップ      50 名様 

 ○長野県 PR キャラクター「アルクマ」クリアファイル         100 名様 

 ○NEXCO 東日本オリジナルグッズ詰め合わせ            50 名様 

 ○NEXCO 中日本オリジナル QUO カード（500 円券）           50 名様 

   

●特典④ E-NEXCO ポイントプレゼント 

 E-NEXCO pass でご利用いただいたお客さまに、通常のポイントに加えて E-NEXCO ポイントを 50P

プレゼント。 

 

※特典は今後変更が生じる場合もございますのであらかじめご了承ください。 

※特典の詳細は NEXCO 東日本ホームページ「ドラぷら」でご案内しております。 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/ 

※検索サイトからは「ドラ割」で検索をお願いします。 

 

https://www.driveplaza.com/trip/drawari/

