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速旅「驚得！激得！スゴ得！みえ周遊ドライブプラン」商品概要 

○ご利用期間：2020年 8月 22日（土）～2021年 2月 14日（日） 

○高速道路周遊パス・観光施設利用の内容およびご利用日数、販売価格 

■周遊エリア内乗り放題プラン（2プラン） 

 
■周遊エリア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ※多気スマートインターチェンジは開通後からご利用になれます。

記

号 

高速道路周遊パス 
ご利用

日数 
お買い物券 

販売価格 

周遊エリア 

（道路名・対象区間） 
普通車 軽自動車等 

A 

 E23  東名阪自動車道 

（名古屋西 JCT～伊勢関 IC） 

 E23  伊勢自動車道（伊勢関 IC～伊勢 IC） 

 E42  紀勢自動車道 

（勢和多気 JCT～紀伊長島 IC） 

 E1A  伊勢湾岸自動車道 

（名港中央 IC～四日市 JCT） 

 E1A  新名神高速道路 

（四日市 JCT～甲賀土山 IC） 

（亀山 JCT～亀山西 JCT） 

 C3  東海環状自動車道 

（新四日市 JCT～大安 IC） 

2日間 

5,000円分 

500円分 

× 

10枚綴 

7,100円 6,300円 

3日間 8,300円 7,200円 
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○お買い物券のご利用可能施設について 

番号 施設名 所在地 備考 

1 湾岸長島パーキングエリア（上り・下り） 桑名市 引換施設 

2 名阪関ドライブイン 亀山市 引換施設 

3 道の駅 菰野 菰野町 引換施設 

4 道の駅 津かわげ 津市 引換施設 

5 伊勢神宮内宮前勢乃國屋本店 伊勢市 引換施設 

6 伊勢湾フェリー(鳥羽のりば・伊良湖のりば) 鳥羽市／愛知県田原市 引換施設 

7 鳥羽 1番街 鳥羽市 引換施設 

8 名阪上野ドライブイン(忍者ドライブイン) 伊賀市 引換施設 

9 道の駅 熊野・花の窟 熊野市 引換施設 

10 道の駅 紀伊長島マンボウ 紀北町 引換施設 

11 道の駅 パーク七里御浜 御浜町 引換施設 

12 じばさん三重名品館 四日市市  

13 ナガシマスパーランド 桑名市  

14 湯あみの島 桑名市  

15 なばなの里 桑名市  

16 鈴鹿サーキット 鈴鹿市  

17 にぎわいの森 いなべ市  

18 御在所ロープウエイ 菰野町  

19 アクアイグニス 菰野町  

20 アソビックスあさひ あさひの湯 朝日町  

21 おやつタウン 津市  

22 高野尾花街道 朝津味 津市  

23 道の駅 飯高駅 松阪市  

24 松阪農業公園ベルファーム 松阪市  

25 道の駅 茶倉 松阪市  

26 五桂池ふるさと村 多気町  

27 いつき茶屋 明和町  

28 道の駅 奧伊勢おおだい 大台町  

29 奥伊勢フォレストピア 大台町  

30 道の駅 奥伊勢木つつ木館 大紀町  

31 伊勢夫婦岩ふれあい水族館/伊勢夫婦岩めおと横丁 伊勢市  

32 伊勢忍者キングダム 伊勢市  

33 鳥羽水族館 鳥羽市  

34 ミキモト真珠島 鳥羽市  

35 パールロード鳥羽展望台 鳥羽市  

36 伊勢志摩スカイライン 伊勢市～鳥羽市  

37 鳥羽マルシェ 鳥羽市  

38 志摩マリンランド 志摩市  

39 賢島エスパーニャクルーズ 志摩市  

40 志摩スペイン村 志摩市  

41 伊勢志摩物産館 志摩市  

42 宮リバー度会パーク 度会町  

43 ふるさと味工房アグリ 玉城町  

44 ないぜしぜん村 南伊勢町  

45 伊賀流忍者博物館 伊賀市  
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番号 施設名 所在地 備考 

46 大山田温泉さるびの 伊賀市  

47 忍者修行の里 赤目四十八滝  名張市  

48 とれたて名張交流館 名張市  

49 おわせお魚いちば おとと  尾鷲市  

50 鬼ヶ城センター 熊野市  

51 道の駅 熊野・板屋九郎兵衛の里 熊野市  

52 道の駅 海山 紀北町  

53 紀勢自動車道 紀北パーキングエリア「始神テラス」 紀北町  

54 道の駅 紀宝町ウミガメ公園 紀宝町  

※No.1～11の施設は、お買い物券の引き換え場所となります（お買い物券のご利用も可能です）。 

※お買い物券のご利用内容は NEXCO中日本公式 WEBサイトでご確認ください。 

※営業時間・休業日は各施設のホームページでご確認ください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間の短縮や店内飲食の休止などの措置を予告なく実施する場合が

ありますので、ご利用の前に必ず店舗の最新情報をご確認ください。 
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「速旅『驚得！激得！スゴ得！みえ周遊ドライブプラン』」のご利用方法について 

※ご利用開始日の最初の出口 ICを出るまでお申し込みが可能です。 

※本プランの代金のご請求については、「高速道路周遊パス」にかかる金額は登録したＥＴＣカードによる事後

請求、「お買い物券」にかかる金額はクレジットカードによる事前決済となります。 

 

1．対象車両 

ETC車の普通車・軽自動車等（二輪車含む） 

※ETCコーポレートカードではお申し込みになれません。 

※ETC車（普通車・軽自動車等）であればレンタカーでもご利用になれます。 

 

2．購入方法 

NEXCO中日本公式 WEBサイトの「高速道路料金割引プラン」のページからご購入ください。 

【ご注意】 

※ご利用開始前までに「速旅 高速道路料金割引プラン」から画面に従ってご購入ください。 

※「高速道路周遊パス」または「お買い物券」のどちらか一方のみのお申し込みはできません。 

※本プランのお申し込みには、別途「速旅」への会員登録（無料）が必要となります。 

 

3.ご利用方法 

以下の手順でご利用ください。 

①WEBサイトでのお申し込み手続き 

・NEXCO中日本公式 WEBサイトよりご利用開始前までにお申し込みください。 

・お申し込み時には ETC カード、クレジットカードをご用意ください。 

・お申し込みには「速旅」への会員登録（無料）が必要となります。 

・お買い物券のお引き換えには、スマートフォンまたはタブレット端末が必要です。 

【ご入力手続き】 

1）高速道路周遊パスのコースを選択してください。 

2）高速道路利用（出発）日およびお買い物券引き換え日を選択してください。 

3）車種、ETCカード情報を選択または入力してください。 

4）1）～3）の入力内容のご確認 

高速道路周遊パス料金の ETCカード手続きが終了となります。 

5）お買い物券代金の支払方法を選択してください。 

6）お支払い方法、クレジットカード情報を選択および入力してください。ご利用いただけるクレジットカードは

VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSです。 

7）5）～6）の入力内容のご確認 

お買い物券料金のクレジットカード決済が完了します。 

8）全てのお申し込み後、受付番号、ドライブプラン名、ご利用日などを記載した申込確認書をメールでお知ら

せしますので、内容をご確認ください。申込確認書メールが届きましたらお申し込み手続きは完了です。 

 

②高速道路のご利用 

・周遊エリア内のご走行は、回数に制限はなく、乗り放題です。 

※必ず、お申し込みいただいた ETCカード、車種、期間でご利用ください。 

※対象とならないご利用をされた場合は料金を別途請求しますので、ご注意ください。 
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③観光施設のご利用（お買い物券のお引き換え） 

・申込確認書を表示したスマホ・タブレット画面をご提示ください。 

・スタッフの案内により、スタッフが示したパスワード番号を入力し、画面認証した後にお買い物券へお引き換

えいたします。 

 

④料金のご請求 

・高速道路周遊パスにかかる金額は ETCカード登録による事後請求、観光施設利用にかかる金額はクレジ

ットカードによる事前決済となります。 

・カード会社からお申し込みいただいたプランの料金が請求されますが、高速道路周遊パスとお買い物券は

分けて請求されます。 

 

⑤ご利用上の注意事項 

◆キャンセル（解約）について 

・キャンセルが必要な場合は、速旅会員マイページから高速道路周遊パスの開始日の最初の出口 IC流出

時までに手続きしてください。この場合、「高速道路周遊パス」または「お買い物券」のいずれかのみの解約

はできません。 

・キャンセル受付期限を過ぎた場合、以下の取扱いとなります。 

1）高速道路周遊パス利用なし、かつ、お買い物券引き換えなし：本プランの料金請求はしません。（自動解

約） 

2）高速道路周遊パス利用なし、かつ、お買い物券引き換えあり：高速道路周遊パス料金の請求はしませ

んが（自動解約）、お買い物券料金は請求いたします。 

・高速道路周遊パス利用があった場合は、お買い物券引き換えの有無に関わらず払い戻しはいたしません。

ただし、お買い物券を引き換えされなかった場合は、2021年 2月 28日までにお申し出があった場合に限

り、お買い物券(3,000円分)（※2021年 1月以降にお申し出された場合は、お買い物券(3,000円分)と

3,000円相当の代替品のいずれかをご選択いただけます）を郵送します。なお、その際の送料はお客さま

のご負担となります。また、お買い物券の有効期限は、お申し出の時期に関わらず 2021年 2月 14日まで

となります。 

 

 

以上 


