
ドライブプラン一覧表　（実施中および実施予定プラン） 2018.11.21時点

実施時期 内容

【宿泊提携型】　高速道路周遊パスと宿泊をセットしたドライブプラン

1
かんぽの宿鳥羽
宿泊商品券付ドライブプラン

三重県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

2
鳥羽シーサイドホテル
宿泊商品券付ドライブプラン

三重県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

3
ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩
宿泊商品券付きドライブプラン

三重県 2018.9.26～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

4
賢島宝生苑
宿泊商品券付ドライブプラン

三重県 2018.10.17～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

5
志摩地中海村
宿泊商品券付ドライブプラン

三重県 2018.11.1～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

6
長良川温泉十八楼
宿泊商品券付ドライブプラン

岐阜県 2018.10.3～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

7
ホテル穂高
宿泊商品券付ドライブプラン

岐阜県 2018.11.1～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

8
かんぽの宿焼津
宿泊商品券付ドライブプラン

静岡県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

9
かんぽの宿浜名湖三ケ日
宿泊商品券付ドライブプラン

静岡県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

10
葛城北の丸
 宿泊商品券付ドライブプラン

静岡県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

11
かんぽの宿福井
宿泊商品券付ドライブプラン

福井県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

12
和倉温泉・加賀屋
宿泊商品券付ドライブプラン

石川県 2018.10.24～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

13
かんぽの宿諏訪
宿泊商品券付ドライブプラン

長野県 2018.9.5～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

14
安曇野市公共の宿
宿泊商品券付ドライブプラン

長野県 2018.10.5～2019.3.31 宿泊商品券（12,000円分）

15
ホテル白馬
宿泊商品券付ドライブプラン

長野県 2018.12.7～2019.3.31 宿泊商品券（10,000円分）

16
東京ベイ舞浜ホテル
宿泊商品券付ドライブプラン

千葉県 2018.12.1～2019.9.30 宿泊商品券（10,000円分）

【地域・観光施設提携型】　高速道路周遊パスと観光施設入園券、特産品等をセットしたドライブプラン

1
蒲郡オレンジパーク季節の果物狩
りドライブプラン

愛知県 2018.1.10～2018.12.21 果物狩り利用補助券2,500円分

2
オククル！奥三河めぐり観光商品
券付ドライブプラン

愛知県 2018.10.1～2018.12.21 オククル奥三河めぐり観光商品券3,300円分

3 鳥羽水族館ドライブプラン 三重県 2018.4.1～2019.3.31
①入館券（大人2名）
②入館券（大人2名＋小人1名）
③入館券（大人2名＋小人2名）

4
世界遺産鬼ヶ城（鬼ヶ城センター館
内共通利用券付き）ドライブプラン

三重県 2018.4.18～2019.3.31 鬼ヶ城センター館内共通利用券 3,500円分

5
SA･PAお買物券付きドライブプラン
（三重県版）

三重県 2018.8.24～2019.3.31 SAPAお買物券（3,000円分）

6
伊勢神宮内宮前グルっと満喫クー
ポンとお買物券付きドライブプラン

三重県 2018.6.15～2019.3.31 伊勢神宮内宮前グルっと満喫クーポン2名分＋お買物券（1,500円分）

7 牧歌の里ドライブプラン 岐阜県 2018.4.20～2018.11.25 牧歌の里利用券（4,000円分）

8
郡上八幡お買物券付きドライブプラ
ン

岐阜県 2018.4.18～2018.11.30 お買物券5,000円分

9
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

岐阜県 2018.4.18～2018.11.28
新穂高ロープウェイ往復乗車券（大人2名）
お買物券1,000円分

10
長良川体験チケット付きドライブプラ
ン

岐阜県 2018.7.3～2018.11.30 長良川体験チケット（4枚）

11 高山お買物券付きドライブプラン 岐阜県 2018.6.6～2018.11.30 高山お買物券（3,000円分）

12
飛騨牛ランチクーポン付きドライブ
プラン

岐阜県 2018.7.3～2018.11.30 飛騨牛ランチクーポン（2枚）

13
西美濃紅葉めぐりお買物券付きドラ
イブプラン

岐阜県 2018.10.2～2018.11.30 西美濃お買物券（2,100円分）

14 春華堂スィーツ満喫ドライブプラン 静岡県 2018.1.10～2018.12.21 お買物券3,000円分（ドリンクチケット付き）

15 掛川花鳥園ドライブプラン 静岡県 2018.1.10～2018.12.21
①入園セット券（入園券＋ふれあいチケット）（大人2名）
②入園セット券（入園券＋ふれあいチケット）（大人2名、小人1名）
③入園セット券（入園券＋ふれあいチケット）（シニア2名、小人1名）

16
かんざんじ温泉めぐり共通利用券
付きドライブプラン

静岡県 2018.4.4～2018.12.21 共通利用券3,500円分

17
御殿場プレミアム・アウトレットドライ
ブプラン

静岡県 2018.5.9～2018.12.21 お買い物券3,000円分＋クーポンシート

18
まるっと遊びつくそう！御殿場高原
時之栖ドライブプラン

静岡県 2018.5.9～2018.12.21 時之栖施設利用券（3,000円分）

19
掛川まるとくパスポートドライブプラ
ン

静岡県 2018.4.3～2018.12.21 掛川まるとくパスポート（大人2名分）

20
黒壁スクエア共通利用券付きドライ
ブプラン

滋賀県 2018.5.7～2019.3.31 黒壁スクエア共通利用券（2,000円分／3,000円分）
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21 若狭路お買物券付ドライブプラン 福井県 2018.6.27～2018.11.30 若狭路お買物券（3,000円分）

22 越前松島水族館ドライブプラン 福井県 2018.4.18～2018.11.30
①入館券（大人2名）＋お買い物券（1,000円分）
②入館券（大人2名、小・中学生1名）　③入館券（大人2名、小・中学生2
名）

23
加賀 伝統工芸村　湯のくにの森ド
ライブプラン

石川県 2018.4.18～2018.11.30 入村券（相田みつを展セット）大人2名＋村内利用券3,300円分

24 輪島「塗めぐりパス」ドライブプラン 石川県 2018.4.18～2018.11.30 塗めぐりパス（大人2人分）

25
兼六園「寄観亭」クーポン券付ドライ
ブプラン

石川県 2018.5.10～2018.11.30 寄観亭マル得クーポン（5,250円分／3,650円分）

26
～本物に触れる～加賀友禅体験ド
ライブプラン

石川県 2018.5.10～2018.11.30 加賀友禅会館利用券（5,000円分／3,500円分）

27 すし王国能登七尾 ドライブプラン 石川県 2018.5.10～2018.11.30 能登前寿しクーポン券（2枚）

28
黒部めぐりお買物券付きドライブプ
ラン

富山県 2018.5.10～2018.11.30 お買物券（5,000円）

29 飛越能レンタカー周遊プラン 富山県 2018.4.3～2018.11.30 レンタカー利用補助券（1500円分）、とくとくチケット、富山WESTクーポン

30
立山吉峰温泉宿泊利用補助券付ド
ライブプラン

富山県 2018.5.10～2018.11.30 宿泊利用補助券（5,000円分）

31
河口湖オルゴールの森ドライブプラ
ン

山梨県 2018.4.4～2019.3.31
①入館券のみ（大人2名）
②入館券＋ドリンクセット（大人2名）
③入館券＋スペシャルランチセット（大人2名）

32
八ヶ岳リゾートアウトレットドライブプ
ラン

山梨県 2018.5.9～2019.3.31 お買物割引券4,000円分＋スペシャルクーポンシート

33
富士河口湖レジャー共通券ドライブ
プラン

山梨県 2018.9.26～2019.3.31 富士河口湖レジャー共通券3,000円分

34
SA･PAお買物券付きドライブプラン
（山梨･南信州版）

山梨県
長野県

2018.8.24～2019.3.31 SAPAお買物券（5,000円分）

35
駒ヶ岳・駒ヶ根観光商品券付きドラ
イブプラン

長野県 2018.6.15～2018.11.30
ロープウェイ利用補助券1,000円券＋観光商品券2,000円
観光商品券3,000円

36
くだものの里南信州まつかわ観光
商品券付ドライブプラン

長野県 2018.7.2～2018.11.30 観光商品券（3,000円分）

37
高鷲スノーパーク×ダイナランドドラ
イブプラン

岐阜県 2019.1.7～2019.3.24
高鷲ダイナ共通リフト1日券（大人1名／大人2名）＋食事券1,000円分／
人

38 鷲ヶ岳スキー場ドライブプラン 岐阜県 2019.1.7～2019.3.24 リフト1日券（大人1名／大人2名）＋食事券1,000円分／人

39 ホワイトピアたかすドライブプラン 岐阜県 2019.1.7～2019.3.24 リフト1日券（大人1名／大人2名）＋食事券1,000円分／人

40
ひるがの高原スキー場ドライブプラ
ン

岐阜県 2019.1.7～2019.3.24
リフト1日券（大人1名／大人2名）＋食事券1,000円分／人＋ソフトドリン
ク券

41
東京ベイ舞浜ホテル日帰りパーク
満喫ドライブプラン

千葉県 2018.12.1～2019.9.30 施設利用券（大人2～4名）（駐車、食事、スパセット）

42
富士見パノラマリゾートスキードライ
ブプラン

長野県 2019.1.7～2019.3.24 リフト1日券（大人1名／大人2名）

43 富士見高原スキー場ドライブプラン 長野県 2019.1.7～2019.3.24 親子ペアリフト券（大人1日券＋子供1日券）

44
富士見パノラマリゾートスキードライ
ブプラン

長野県 2019.1.7～2019.3.24 リフト1日券（大人1名／大人2名）

45
北八ヶ岳スノーエリア共通リフト引
換券付ドライブプラン

長野県 2019.1.7～2019.3.24 共通リフト引換券（1枚～4枚）

46
白樺湖ロイヤルヒルスキー場ドライ
ブプラン

長野県 2019.1.7～2019.3.24
ランチパック券（リフト1日券＋食事券） 大人1名
ランチパック券（リフト1日券＋食事券） 大人2名

47
車山高原SKYPARKスキー場ドライ
ブプラン

長野県 2019.1.7～2019.3.20 リフト１日券（大人1名）＋食事券1,300円分

48
白馬八方尾根ウィンターシーズン共
通利用券付ドライブプラン

長野県 2019.1.7～2019.3.24 共通利用券（5,000円分）

49 栂池高原スキー場ドライブプラン 長野県 2019.1.7～2019.3.17 リフト１日券（大人1名／大人2名）

50
白馬岩岳スノーフィールドドライブプ
ラン

長野県 2019.1.7～2019.3.17
リフト１日券（大人2名）
リフト１日券等（大人1名）＋ランチ券（1,000円分）


