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2021 年 11 月 25 日（木）時点で販売中のドライブプラン一覧（計 86 プラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最新の情報は NEXCO 中日本公式 WEB サイトからご確認できます）https://hayatabi.c-nexco.co.jp/ 

No ドライブプラン名 エリア プランの種類 No ドライブプラン名 エリア プランの種類

1 静岡ドライブプラン（中部横断道全通記念） 静岡 44 修善寺温泉 共通宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

2 信州めぐりフリーパス 長野 45 天城湯ヶ島温泉 共通宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

3 岐阜県周遊ドライブプラン G割 岐阜 46 中伊豆 共通宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

4 飛騨富山ドライブプラン 岐阜・富山 47 伊東温泉ホテルラヴィエ川良 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

5 ニッポンレンタカーバウチャー券付ドライブプラン 東京・神奈川発 48 伊豆畑毛温泉大仙家 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

6 箱根海賊船ドライブプラン 神奈川 49 かんぽの宿焼津 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

7 海賊船・ロープウェイ乗り放題パス付ドライブプラン 神奈川 50 つま恋リゾート彩の郷 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

8 静岡県ゴルフ場利用券付ドライブプラン 静岡 51 舘山寺サゴーロイヤルホテル 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

9 御殿場プレミアム・アウトレットドライブプラン 静岡 52 時わすれ開華亭 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

10 沼津港深海水族館ドライブプラン 静岡 53 ホテルウェルシーズン浜名湖 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

11 ふじのくに静岡ドライブプラン 静岡 54 山水館欣龍 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

12 掛川花鳥園ドライブプラン 静岡 55 浜名湖グランドホテルさざなみ館 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

13 かんざんじ温泉めぐり共通利用券付ドライブプラン 静岡 56 ホテル鞠水亭 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

14 アメイジングガーデン・浜名湖ドライブプラン 静岡 57 THE HAMANAKO宿泊商品券付ドライブプラン 静岡

15 富士急ハイランドGOGOドライブプラン 山梨 58 PICA Fujiyama 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

16 富士河口湖レジャー共通券ドライブプラン 山梨 59 PICA山中湖 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

17 八ヶ岳リゾートアウトレットドライブプラン 山梨 60 PICA富士吉田 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

18 富士見パノラマリゾート入笠山ハイキングドライブプラン 長野 61 PICA富士西湖 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

19 白馬岩岳マウンテンリゾートドライブプラン 長野 62 ハイランドリゾートホテル＆スパ宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

20 北アルプス国際芸術祭2020-2021ドライブプラン 長野 63 ホテルマウント富士 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

21 伊那谷ドライブクーポン付ドライブプラン 長野 64 富士山ステーションホテル 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

22 ドライブtoあいち 愛知 65 石和温泉 共通宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

23 東濃中濃地区ゴルフ場利用券付ドライブプラン 岐阜 66 かんぽの宿石和 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

24 白川郷ドライブプラン 岐阜 67 Royal Hotel 八ヶ岳 宿泊商品券付ドライブプラン 山梨

25 驚得！激得！スゴ得！みえ周遊ドライブプラン 三重 68 上諏訪温泉 共通宿泊商品券付ドライブプラン 長野

26 三井アウトレットパーク　ジャズドリーム長島ドライブプラン 三重 69 信州まつもと宿泊商品券付ドライブプラン 長野

27 津松阪地区ゴルフ場利用券付ドライブプラン 三重 70 安曇野市公共の宿 宿泊商品券付ドライブプラン 長野

28 おやつタウン 入園クーポン券付ドライブプラン 三重 71 大町温泉郷 共通宿泊商品券付ドライブプラン 長野

29 伊勢志摩スカイラインドライブプラン 三重 72 ホテル白馬 宿泊商品券付ドライブプラン 長野

30 昇龍道ドラゴンルートお買物券付ドライブプラン 石川・富山・岐阜 73 がまごおり温泉郷 共通宿泊商品券付 愛知

31 南砺・五箇山・湯涌 物語の生まれる里お買物券付きドライブプラン 石川・富山 74 三河湾ヒルズ・ホテル 宿泊商品券付ドライブプラン 愛知

32 高岡めぐりお買物券付ドライブプラン 富山 75 かんぽの宿知多美浜 宿泊商品券付ドライブプラン 愛知

33 黒部めぐりお買物券付ドライブプラン 富山 76 ホテル穂高 宿泊商品券付ドライブプラン 岐阜

34 越前松島水族館ドライブプラン 福井 77 トヨタ白川郷自然學校 宿泊商品券付ドライブプラン 岐阜

35 芝政ワールドドライブプラン 福井 78 Hotel & Resorts ISE-SHIMA宿泊商品券付ドライブプラン 三重

36 若狭路お買物券付ドライブプラン 福井 79 鳥羽グランドホテル 宿泊商品券付ドライブプラン 三重

37 アコーディア・ネクスト・ゴルフ利用券付ドライブプラン － 80 かんぽの宿鳥羽 宿泊商品券付ドライブプラン 三重

38 SA・PAお買物券付ドライブプラン － 81 Hotel & Resorts NAGAHAMA 宿泊商品券付ドライブプラン 滋賀

39 東京ベイ舞浜ホテル 宿泊商品券付ドライブプラン 千葉 82 Royal Hotel 能登 宿泊商品券付ドライブプラン 石川

40 東京ベイ東急ホテル 宿泊商品券付ドライブプラン 千葉 83 Royal Hotel 富山砺波 宿泊商品券付ドライブプラン 富山

41 ホテルエミオン東京ベイ 宿泊商品券付ドライブプラン 千葉 84 かんぽの宿福井 宿泊商品券付ドライブプラン 福井

42 静岡・山梨 共通宿泊商品券付ドライブプラン 静岡・山梨 85 南紀勝浦温泉 共通宿泊商品券付ドライブプラン 和歌山

43 かんぽの宿熱海 宿泊商品券付ドライブプラン 静岡 86 Hotel & Resorts WAKAYAMA-KUSHIMOTO宿泊商品券付ドライブプラン 和歌山
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