
速旅 信州（中南信）ハイウェイプラン速旅 信州（中南信）ハイウェイプラン
高速道路をおトクに利用してGOGO信州！
優待券を利用して更におトク！
高速道路をおトクに利用してGOGO信州！
優待券を利用して更におトク！

ご利用期間 2012年6月1日（金）～2012年8月31日（金）
※8月10日（金）～8月19日（日）を除く

ETC限定
軽・普通車限定
ETC限定
軽・普通車限定

インターネットでの
事前申込制
インターネットでの
事前申込制

連続する
2日間有効
連続する
2日間有効

往復の高速道路
料金含む

往復の高速道路
料金含む

6,500円6,500円

5,500円5,500円

東京発着エリア

名古屋発着エリア

5,200円5,200円
普通車普通車 軽自動車等軽自動車等

4,400円4,400円

「速旅 信州（中南信）ハイウェイプラン」連動企画
主催：信州キャンペーン実行委員会

信州ハイウェイ周遊スタンプラリー2012
実施期間：2012年6月1日（金）～8月31日（金）（予定）
※企画内容につきましては、予告なく変更となる場合があります。
スタンプラリーについてのお問い合せ先：信州キャンペーン実行委員会事務局
 （長野県観光部観光振興課）TEL 026-235-7254（平日9：00～17：00）

田立の滝千畳敷カール 信州そば

お得な特典情報もいっぱい！お得な特典情報もいっぱい！

ふらっと
いろいろな所に
行けるケロ

長野県内各種施設の優待券GET !
アンケートに答えて素敵な賞品をGET !
SAPAで2,000円以上お買い上げの方にジャム等売れ筋
人気商品をプレゼント！（1回限り有効）

※画像はプレゼントイメージです。
※優待施設やプレゼントの詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

※主要 ICのみの位置図となっておりますので、詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

1
2
3

信州を周遊して信州の特産品など、
素敵なプレゼントをもらっちゃおう!

周遊エリア内は乗り降り自由！

H24. 4

速速旅 中中（中（中中南南信信）
利利クに利クトクトクおトトおをををおトク速道路をおトクに利速道路をおトクに利高高速速道道路を路をおトクにに利利用用しししししてててててGOOOGOOO信州信州信州信州信州！

優待優 おトクト待券を利用して更にににおトク優待券を利用して更を利用して更利用して トクト優待優待券待券を券をを利利用してして更におトク！

ご利用期間 2012年6月1日（金）～2012年8月31日（金）
※8月10日（金）～8月19日（日）を除く

CC限定限定
軽・普普通通車車限限定

インターネットでのイ タ ネットイインタンターターーネネットでトでのでの
事前申込事事前前申申込込制

るするす連連続す続するする
2 効有効日間有間有有効

往復の往復往復の復のの高高速速道道路
料金含むむ料金料金金含含む

6,5066,5,5500000円

5,5055,5,5500000円

東京発着エリア

名古屋発着エリア

5,2055,2,20200000円6 55000
普普通通車

5 22000
等軽軽自自動動車等車等

4,4044,4,4400000円

「速旅 信州（中南信）ハイウェイプラン」連動企画
主催：信州キャンペーン実行委員会

信州ハイウェイ周遊スタンプラリー2012
実施期間：2012年6月1日（金）～8月31日（金）金金（予定）
※企画内容につきましては、予告なく変更となる場合があります。
スタンプラリーについてのお問い合せ先：信州キャンペーン実行委員会事務局
 （長野県観光部観光振興課）TEL 02L 6-235-7254（平日9：00～17：00）

田立の滝千畳敷カール 信州そば

いいいぱいっいっいっっもいも報情典特特得ななお 報報なな ぱぱぱぱぱぱ得得お 特特 もいもいいっっぱ特特な もも得得 報報報報 ぱおお な もも ぱぱ特特おお なな 典典典典特特 報報もお得お ぱなおお なな 情典典おお得な得な特な特典特典情典情報情報も報もいっぱぱい！

ふらっと
いろいろな所に
行けるケロ

長野県内各種施設の優待券GET !
アンケートに答えて素敵な賞品をGET !
SAPAで2,000円以上お買い上げの方にジャム等売れ筋
人気商品をプレゼント！（1回限り有効）

※画像はプレゼントイメージです。
※優待施設やプレゼントの詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

※主要 ICのみの位置図となっておりますので、詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

1
2
3

ペ ジでご覧いただけます

信州を周遊して信州の特産品など、
素敵なプレゼントをもらっちゃおう!

周遊エリア内は乗り降り自由！
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【応募方法】
専用のスタンプラリー応募台紙に中央自動車道・長野自動車道
の指定されたSA・PA2箇所のハイウェイスタンプを押して応
募してください。また、長野県内宿泊施設に宿泊し、宿泊施設のスタンプを応募台紙
に押していただき、応募すると、さらに長野県内宿泊施設宿泊補助券等が当たる
Wチャンスにも応募できます。
※パンフレット（応募台紙）はＳＡ・ＰＡ及びハイウェイプラン優待施設、長野県内
の道の駅、長野県観光情報センター等に設置します。
【プレゼント】
信州の特産品などが抽選で合計300名様（予定）に当たります !信州の観光情報は さわやか信州  旅 検 索

長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」

中中中中（中中（中中中中中中中中中中中中中中中中中中南南南南南南南南南南南南南南信信信信信信信信信信信信））
ちゅうなんしんちゅうなんしん

ちゅうなんしん

ご利用用期期間

受付
開始

201
2年

5月
10日

※8月30日（木）～8月31日（金）の2日間が最後の利用期間となります。8月31日（金）のみの利用の場合にも、8月29日（水）までにお申込みいただく必要があります。

利用開始日の前日までに
申込みが必要です
利用開始日の前日までに
申込みが必要です

土岐南多治見
土岐JCT美濃加茂美濃

関広見

岐阜各務原 多治見
美濃関JCT

豊田藤岡

相模湖

八王子西高尾山

中津川

駒ヶ根

諏訪 小淵沢
岡谷
JCT

松本

豊科周遊エリア

名古屋発着エリア 東京発着エリア

飯田

周遊エリア
東京発着エリア
名古屋発着エリア



走行事例及び割引額（普通車の場合）

前日までに
申し込んで
ケロ！

① ＮＥＸＣＯ中日本のホームページへアクセスしてください。
② 「ドライブ・観光」タグを選択してください。
③ 「速旅」を選択し、「速旅会員　登録・更新・予約状況の確認」より会員ページへログインしてください。
④ 申込履歴一覧より本プランのキャンセルボタンを選択してください。
⑤ 画面の案内に従いキャンセル手続きを行ってください。
※キャンセルにも受付期限があります。 前日までに上記により手続きを行ってください。

旅行前に都合が悪くなった場合は、パソコンより次の手順でキャンセルできます。

● キャンセル受付期限を過ぎてしまったときは・・・
申込みされたＥＴＣカードで、申込みされた期間内に高速道路のご利用がなければ、本プランの料金の請求
はいたしません。（自動解約）※申込み期間内に１回でもご利用がある場合には、自動解約の対象とはなりませんのでご注意ください。

必ず、お申込みいただいたＥＴＣカード、車種、ご利用期間でご利用ください。なお、ご利用いただける区間
（発着エリア・周遊エリア）は指定されています。指定された区間を以下の流れでご利用ください。

① 発着エリア⇒周遊エリアをご走行（１回のみ）
② 周遊エリア内をご走行（回数制限なし）
③ 周遊エリア⇒発着エリアをご利用（１回のみ）

発着エリア（東京・名古屋エリア） 周遊エリア（中南信エリア）

カード会社から、本プランの料金が請求されます。
※料金所通行時やＥＴＣ利用照会サービスでは、ご利用ごとにご利用された区間の料金が表示されますが、
   カード会社からの請求では、ご利用された区間ごとの料金に代えて、本プランの料金が請求されます。　

本プランの対象とならないご利用に注意するケロ

高速道路を使っておトクに旅行ができたケロ

パソコンより、前日までに次の手順でお申込みください。
① ＮＥＸＣＯ中日本ＨＰ内の「速旅（はやたび）乗り放題プラン」のページにアクセスしてください。
　※ＮＥＸＣＯ中日本のホームページから「ドライブ・観光」ページ内の「速旅 信州（中南信）ハイウェイプラン」からもアクセスできます。
② 利用コースをご指定ください。
③ 利用日を指定して、画面の案内に従い申込み手続きを行ってください。
④ 申込み完了メールが届けば手続き完了です！　※受信拒否の設定にご注意ください。（メールドメイン：c-nexco.co.jp) 
※電話、はがき等での申込みは受付しておりません。

お申込み方法1

高速道路でお出かけ2

料金のご請求3
アンケートに答えて
おトクな特典をゲット！
※おトクな特典の詳細は、
　当社ホームページでご覧いただけます。

キャンセルが必要なときは…

お出かけの後には…

都合が悪く
なってしまった

ケロ

出かけた後も
楽しみが
あるケロ

発着エリア・周遊エリア以外（長野県北
部など）のICのご利用は対象となりま
せん。

通行止め等の場合を除き、発着エリア・周遊
エリアとの間のICでの途中流出・乗り直しを
された場合は、対象となりません。

発着エリア内のIC間の
利用は対象となりません。

発着エリアと周遊エリア間の往復は
1往復までが対象となります。
※2往復目以降は対象となりません。

※ＥＴＣコーポレートカードではお申込みいただけませんのでご注意ください。  

お申込みには、氏名、連絡先などの情報の他、当日ご利用されるＥＴＣカード情報が必要となります。
予めＥＴＣカードなどをご用意ください。

ご利用方法
ＥＴＣカードを
手元に用意
するケロ

指定エリア外×

指定エリア外×

指定エリア外×

発着エリア内×

途中流出×

往路2回目×

往路1回目○
復路1回目○

ケース1ケースー 1ケースーケースース1ス1 ケース2ケース2ケースーケースー

額引割

ス2ス2

7,350円,
通常料金3,800円
調布 ～ 小淵沢（行き）

通常料金5,750円
飯田 ～ 調布（帰り）

通常料金1,700円 通常料金2,600円
小淵沢 ～ 松本（周遊）、松本 ～ 飯田（周遊）

7お得
額

通常料金3,150円
豊田 ～ 飯田（行き）

通常料金5,000円
松本 ～ 豊田（帰り）

0120-922-229
※PHS等一部の電話からはご利用できない場合があります。
　その場合は052-223-0333におかけください。

NEXCO 中日本お客さまセンター 24時間・年中無休

http://www.c-nexco.co.jp/

お
申 込 み の 前 に

NEXCO中日本公式ホームページ

通常料金常料金料金315

速旅 乗り放題プラン 検 索

通常料金3800円 通常料金2,800円 通常料金1,700円
飯田 ～ 小淵沢（周遊）、小淵沢 ～ 松本（周遊）

通常料金13,850円   料金6,500円　

7,150円77お得
額

通常料金12,650円   料金5,500円　

※上記のような、本プランの対象とならない利用をされた場合は、当該走行は無効となり、本プランの料金以外に当該走行の料金を別途請求
させていただくこととなります。なお、この場合には、対象エリアの一部を含むご利用の場合であっても、当該走行にかかる料金全額を請求
させていただくこととなりますので、ご注意ください。

ＥＴＣ時間帯割引
（平日昼間割引
11,050円）と
比べても

4,550円お得！

ＥＴＣ時間帯割引
（平日昼間割引
9,850円）と
比べても

4,350円お得！

名古屋発着エリア東京発着エリア

2日間でご利用
※休日のご利用については、休日特別割引（地方部最大50％割引、大都市部最大30％）が
適用となり、ご利用の経路や日時次第では実走行の通常料金よりも販売価格が上回る可能
性がございます。予め当社HP等で走行経路及び通行料金をご確認の上、お申込みください。

必ず登録した
ＥＴＣカードで
走行するケロ


