
2「速旅『長良川体験チケット付きドライブプラン』」の詳細

○ご利用期間：2018年 7月 3日（火）～2018年 11月 30日（金）

※長良川体験チケットは、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）にお引き換えください。

○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）

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 
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、大垣 IC、 

養老 SAスマート 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 

連続する 

最大 2日間 

○長良川体験チケット（4枚）

【ご利用可能施設（例）】 

▽川原町泉屋の

鮎の塩焼き（2尾）

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 50円お得

▽卍
まんじ

戒壇
かいだん

巡り 

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 300円お得

▽ハンコでそえぶみ 箋
せ ん

づくり体験

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 500円お得

▽サンプル作り体験

(選べるｵﾌﾟｼｮﾝ付)

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 200円お得

など全 34種 

※ﾁｹｯﾄは 17 ﾍﾟｰｼﾞに記載の所定の場所でお引き換え

のうえ、【ご利用可能施設】でご利用ください。 

※お申し込み前に、ご利用予定施設の空席状況をご

確認のうえ、ご予約をお願いいたします。 

10,220円 9,020円 

B 

 E1 東名高速道路 

春日井 IC、守山スマート IC、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 

連続する 

最大 2日間 
9,520円 8,420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) 

連続する 

最大 2日間 
8,920円 7,920円 

別紙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）

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 
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 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 

連続する 

最大 

3日間 

○長良川体験チケット（4枚）

【ご利用可能施設（例）】 

▽川原町泉屋の

鮎の塩焼き（2尾）

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 50円お得

▽卍
まんじ

戒壇
かいだん

巡り 

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 300円お得

▽ハンコでそえぶみ 箋
せ ん

づくり体験

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 500円お得

▽サンプル作り体験

(選べるｵﾌﾟｼｮﾝ付)

・ﾁｹｯﾄ 1枚で利用可

★約 200円お得

など全 34種 

※ﾁｹｯﾄは 17 ﾍﾟｰｼﾞに記載の所定の場所でお引き換え

のうえ、【ご利用可能施設】でご利用ください。 

※お申し込み前に、ご利用予定施設の空席状況をご

確認のうえ、ご予約をお願いいたします。 

11,520円 10,020円 



発着・周遊エリアマップ 



発着・周遊エリアマップ 



○長良川体験チケットのお引き換えについて

以下の 6か所のいずれかでお引き換えください。

お引き換え受付施設名 施設場所 備考 

長良川デパート湊町店 岐阜市湊町 45 月曜定休日 

濃州関所茶屋 関市南春日町 9-1 毎週火曜日と祝日の翌日は休館（いずれも休日を除く） 

美濃市観光協会（番屋） 美濃市加治屋町 1959-1 

郡上八幡旧庁舎記念館 郡上市八幡町島谷 520-1 

東海北陸自動車道 長良川 SA(下り線) 

ショッピングコーナー（しょっぴんぐ花神輿）

東海北陸自動車道 ひるがの高原 SA(上り線) 

ショッピングコーナー

■お得なご利用例

番号：A（平日・ETC普通車利用）

小牧 IC ⇒ 飛騨清見 IC → 「飛騨高山 宮川朝市、古い町並み散策」 → 飛騨清見 IC ⇒ 「ひるがの高原 SA（チケットのお引き換え）」 ⇒ 白鳥 IC 

「山の中のさんぷる屋 サンプル作り体験（選べるオプション付き）（チケット 1枚×2名で約 400円お得）」 → 白鳥 IC ⇒ 郡上八幡 IC → 

「お抹茶処 宗祇庵 宗祇庵パフェ＋お抹茶 or郡上ほうじ茶（チケット 1枚×2名で約 800円お得）」→ 「郡上八幡散策」 → 郡上八幡 IC ⇒ 小牧 IC 

○通常料金：12,680 円

・高速道路通常料金（平日昼間、ETC普通車） ： 7,360円 

・長良川体験チケット（通常利用相当額）  ： 5,320円 

○速旅「長良川体験チケット付きドライブプラン」   ： 8,920円 お得額 3,760円 



○長良川体験チケットのご利用内容など






