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高速道路での訪日外国人の旅行の支援及び訪日外国人旅行者向けサービスを充実させ、「質の高

い」観光先進国の実現に貢献してまいります。 

 

＜高速道路における主な取組み＞ 

１．お得に高速道路をご利用いただけるサービスを提供します 

① NEXCO 東日本／中日本／西日本及び道路公社（宮城県、京都府及び兵庫県）は、レンタカーを

ご利用される訪日外国人旅行者向けに、全国版としては初めての実施となる高速道路定額乗り

放題パス「Japan Expressway Pass」を販売します。 

○平成２９年１０月１３日（金）から販売開始 ※連続する最大１４日間利用可能 

○全国２７５店舗のレンタカー会社でお申し込みいただけます。（平成２９年９月２６日時点） 

○観光部局や日本政府観光局（JNTO）とも連携しながら海外における周知を実施していきます。 

② 地域版の定額乗り放題パス（北海道、東北、中部、中四国、九州地域）も継続販売します。 

 

２．安心・快適な旅をサポートします 

訪日外国人旅行者のお客さまが、ストレスなく快適に高速道路をご利用いただける様々なサー

ビスを提供していきます。 

① お客さまにわかりやすい道路案内として、ナンバリング標識を２０２０年までに概成します。 

② SA・PA のコンシェルジュやお客さまセンターにて高速道路をご利用される旅でのお困りごと

にお応えします。 

③ SA・PA での Free Wi-Fi サービスで安心な通信環境を提供します。 

④ 外国語版の高速道路地図をご用意します。 

⑤ SA・PA でより快適にお買い物できるサービスや日本の魅力あふれるお土産品を提供します。 
 

観光先進国の実現に貢献 

訪日外国人の旅行を 1 万ｋｍの高速道路が応援します 

－訪日外国人旅行者向け高速道路乗り放題パス「Japan Expressway Pass」の販売開始－ 



１． お得に高速道路をご利用いただけるサービスの提供
～ 全国版の訪日外国人旅行者向け高速道路定額乗り放題パス「Japan Expressway Pass」 ～

１

＜Japan Expressway Passの概要＞

１．利用期間
平成２９年１０月１３日（金）から
※連続する最大７日間または最大１４日間利用可能

２．ご利用いただける方
外国のパスポートをお持ちの方又は外国に永住権をお持ちの日本人
※ただし、日本で利用可能な運転免許証をお持ちの方に限ります

３．対象車両
各レンタカー会社が提供するＥＴＣカード及び自動車（普通車限定）を用いて、ＥＴＣ無線通信により走行

する車両

４．価格及び対象エリア等

５．申込方法
利用開始前までに、別紙1の指定レンタカー会社の店舗でのお申込みとなります。

６．その他
本商品に関する詳細につきましては、NEXCO３会社の各社公式webサイトに掲載します。（別紙1参照）

種別 価格 利用期間 対象エリア

７days 20,000円 連続する最大７日間
次項参照

14days 34,000円 連続する最大14日間
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＜Japan Expressway Passの乗り放題対象エリア＞

対象エリア（平成２９年１０月１３日時点版）

・NEXCO東日本が管理する高速道路（北海道内の高速道路を除く）
・NEXCO中日本が管理する高速道路
・NEXCO西日本が管理する高速道路（第二神明道路、関門トンネル、関空橋利用税を除く）
・宮城県道路公社が管理する三陸自動車道（仙台松島道路）
・京都府道路公社が管理する京都縦貫自動車道
・兵庫県道路公社が管理する播但連絡道路

【ご注意ください】
・北海道内の高速道路、第二神明道路、関空橋を通行する車両に対して課税される関空橋利用税（１往復につき１００円）、関門トンネル、首都高速道路、

阪神高速道路、本州四国連絡高速道路及び道路公社が管理する道路はJEP対象外です。
・ただし、道路公社が管理する三陸自動車道（仙台松島道路）、京都縦貫自動車道、播但連絡道路はJEPの対象となります。
・対象エリア外のICからのご利用の場合、入口から対象エリアまでの走行は別途料金が必要となります。

１． お得に高速道路をご利用いただけるサービスの提供
～ 全国版の訪日外国人旅行者向け高速道路定額乗り放題パス「Japan Expressway Pass」 ～



１． お得に高速道路をご利用いただけるサービスの提供
～ 各地域版の訪日外国人旅行者向け高速道路定額乗り放題パス（全７商品） ～
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＜各地域版の訪日外国人旅行者向け高速道路定額乗り放題パス（全７商品）の概要＞

商品名
Hokkaido 
Expressway

Pass

Tohoku Expressway
Pass

Central Nippon 
Expressway

Pass

San’in‐Setouchi‐
Shikoku 

Expressway
Pass

Kyushu Expressway
Pass

Nagoya Expressway
Pass

Aichi Toll
Road Pass

販売会社 NEXCO東日本 NEXCO東日本 NEXCO中日本 NEXCO西日本 NEXCO西日本 名古屋高速道路公社 愛知道路コンセッション㈱

周遊エリア
NEXCO東日本が管理する北
海道内の高速道路

• NEXCO東日本が管理する
東北地方の高速道路

• 宮城県道路公社が管理する
道路

NEXCO中日本が管理する高
速道路及び名神高速道路（八
日市IC～京都南IC）、新名神
高速道路（甲賀土山IC～草津
JCT）

• NEXCO西日本が管理する
中国地方・四国地方・兵庫
県の高速道路（名神高速道
路、第二神明道路を除く）

• 兵庫県道路公社が管理する
道路

NEXCO西日本が管理する九
州内の高速道路（関門トンネ
ル、関門橋、沖縄道を除く）

名古屋高速道路公社が管理
する道路

愛知道路コンセッション㈱が
管理する道路のうち、南知多
道路、知多横断道路、知多半
島道路、中部国際空港連絡
道路、猿投グリーンロードおよ
び名古屋瀬戸道路

取扱店舗
北海道内の

提携レンタカー
会社の店舗

東北地方の
提携レンタカー
会社の店舗

周遊エリア沿線の
提携レンタカー
会社の店舗

周遊エリア沿線の
提携レンタカー
会社の店舗

九州内の
提携レンタカー
会社の店舗

CEPを販売する
提携レンタカー
会社の店舗

CEPを販売する
提携レンタカー
会社の店舗

販
売
価
格

1日間
3,600円 4,000円 5,000円

6,000円
3,500円

1,500円 1,500円

2日間

3日間 5,100円 5,500円 6,000円 4,500円

4日間 6,200円 7,000円 7,000円 7,000円 5,500円

5日間 6,700円 7,500円 8,000円 8,000円 6,500円

6日間 7,200円 8,000円 9,000円 9,000円 7,500円

7日間 7,700円 8,500円 10,000円 10,000円 8,500円

8日間 8,200円 9,000円 11,000円 11,000円 9,500円

2,000円 2,000円

9日間 8,700円 9,500円 12,000円 12,000円 10,500円

10日間 9,300円 10,000円 13,000円 13,000円 11,500円

11日間 9,800円 10,500円 14,000円

12日間 10,300円 11,000円 15,000円

13日間 10,800円 11,500円 15,500円

14日間 11,300円 12,000円 16,000円
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＜各地域版の訪日外国人旅行者向け高速道路定額乗り放題パス（全７商品）の対象エリア＞

１． お得に高速道路をご利用いただけるサービスの提供
～ 各地域版の訪日外国人旅行者向け高速道路定額乗り放題パス（全７商品） ～

Hokkaido Expressway Pass
NEXCO東日本

Central Nippon Expressway Pass
NEXCO中日本

オプション：Nagoya Expressway Pass
Aichi  Toll Road Pass

Tohoku Expressway Pass
NEXCO東日本

San’in-Setouchi-Shikoku 
Expressway Pass

NEXCO西日本

Kyushu
Expressway Pass

NEXCO西日本
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○整備の進む我が国の高速道路ネットワークにおいて、路線名に併せ、「ナンバリング」を導入
○訪日外国人をはじめ、すべての利用者にわかりやすい道案内の実現のため、2020年までに
道路案内標識整備を概成

ナンバリング対応標識の設置例

路線シンボルのデザイン

高速道路ナンバリング
対象路線

環状道路

２桁番号

１桁番号

高速道路ナンバリング全国図

２． 安心・快適な旅のサポート

① ナンバリング標識を２０２０年まで概成
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② SA・PAのコンシェルジュやお客さまセンターにて高速道路をご利用される旅でのお困りごとに対応
・全国152箇所のSA・PAインフォメーションが、JNTO外国人観光案内所の認定(カテゴリー１)を受けています。
・翻訳タブレットを用い、多言語に対応した高速道路案内や付近の観光地案内をします。
・お客さまセンターで多言語による問合せに対して、通訳センター（外部委託）を介した3者間通話にて24時間対応しております。

③ Free Wi-Fiサービスによる安心な通信環境の提供
・SA・PAで共通のFree Wi-Fiをご利用いただける環境を整備していきます。

（平成29年8月末現在469箇所でご利用いただけます）

④ 外国語版の高速道路地図の提供
・個人旅行に必要な、多言語に対応した高速道路地図を提供していきます。

２． 安心・快適な旅のサポート
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⑤ SA・PAでより快適にお買い物できるサービスや日本の魅力あふれるお土産品の提供
・海外発行カード対応ATMを141箇所に設置しています。
・銀聯カードがご利用いただけるSA・PAが387箇所ございます。
・60箇所の免税店でお買い物いただけます。
・日本での旅の思い出をお持ち帰りいただける地域の魅力あふれる
お土産品を提供していきます。

海⽼名ＳＡ（下り線）
横浜元町 Kitamura バック

談合坂ＳＡ（下り線）
桔梗信⽞⽣プリン

⾜柄ＳＡ（上り線）
富⼠の⽩雪カスタード

２． 安心・快適な旅のサポート

富⼠川ＳＡ（上り線）友部ＳＡ（上り線） ⻄宮名塩ＳＡ（上り線）

◀⽯鎚⼭ＳＡ（下り線）
今治タオル

吉備ＳＡ（上り線）▶
倉敷帆布

◀輪厚ＰＡ（上り線）
⾺油関連商品

酒々井ＰＡ（下り線）▶
ぴーなっつ最中



■　タイムズ カー レンタル(104店舗）
都府県 店舗名 電話番号

羽田店、羽田空港第１ターミナルカウンター店、羽田空港第２ターミナルカウンター店
目黒碑文谷、笹塚駅前、永田町駅前、新小岩駅前、立川駅南口、
府中駅前、中野サンプラザ、潮見駅前、大手町・東京サンケイビル、
恵比寿駅前、タイムズステーション池袋、八王子駅南口、
タイムズステーション有楽町イトシア、品川駅前（シナガワグース）
成田空港店、成田空港第1ターミナルカウンター店、成田空港第2ターミナルカウンター店
柏高島屋ステーションモール、松戸駅西口、船橋、木更津、蘇我駅前
関内駅前、海老名駅西口、藤沢駅前、平塚、茅ヶ崎駅北口、川崎駅前、
元町・中華街駅前、新横浜駅新幹線口

栃木県 宇都宮、宇都宮南、小山、足利市駅前
茨城県 守谷
静岡県 三島駅南、新富士駅、静岡西駅、浜松駅南
岐阜県 岐阜駅前
愛知県 セントレア中部国際空港、名古屋新幹線口、名古屋駅前、上前津、名古屋伏見
京都府 京都新幹線口
大阪府 関西空港
鳥取県 鳥取空港、米子空港
島根県 出雲空港前
岡山県 岡山駅西口、倉敷駅前、岡山駅前、青江、岡山野田、笠岡里庄、岡山空港
香川県 高松、高松中央、坂出、丸亀、高松駅前、高松空港前
愛媛県 松山、松山駅前、松山空港、新居浜、今治、松山三番町

福山駅西、広島駅前大橋、広島大手町、広島新幹線口、広島空港、
新尾道駅前、三原駅前
博多駅前、福岡空港、福岡空港国際線ターミナル、博多駅博多口、
博多祇園駅、天神、薬院駅前、小倉駅新幹線口、北九州空港

佐賀県 佐賀駅前、武雄店
長崎県 長崎駅前通り、長崎空港、佐世保駅前
熊本県 熊本駅前、熊本空港、熊本辛島町
大分県 大分駅前、大分空港前、別府駅前
宮崎県 宮崎駅前、宮崎空港前

鹿児島県 鹿児島中央駅前、鹿児島空港、鹿児島天文館

050-3786-0056

東京都

千葉県

神奈川県

広島県

福岡県

■　トヨタレンタカー（151店舗）
都府県 店舗名 電話番号

仙台空港店、仙台駅東口店、仙台駅西口店、本町店、高砂店、新幹線古川駅前店、
新幹線くりこま高原駅前店

千葉県 成田空港店
東京都 羽田空港店、八王子駅前店、立川駅南口店、高幡店、国分寺駅前店、京王堀之内駅前店

新横浜駅前店、横浜駅中央西口店、小田原駅新幹線口店、
新横浜駅新幹線口店、横浜駅西口店、元町石川町店、関内店

長野県 長野店、軽井沢駅前店、松本駅前店
浜松新幹線口店、掛川新幹線口店、小豆餠店、磐田店、六間通り店、
ホテルアソシア静岡店、富士山静岡空港店、焼津店、清水駅前店、東静岡駅前店、
昭和通り店、八幡店、静岡新幹線口店、藤枝駅前店、島田駅前北口店、新富士駅前店、
沼津店、R136三島梅名店、三島新幹線口店、御殿場駅前店、富士宮店、裾野駅前店、
伊豆高原駅前店、熱海駅前店、下田駅前店、伊東駅前店、修善寺駅前店
中部国際空港店、名古屋新幹線口店、名古屋駅前店、JRセントラルタワーズ店、
JRタワーズプラザ店、ささしまライブ東口店、テレビ塔店、白川店、柳橋店、
りんくう常滑駅前店、名古屋駅太閤通口店、名駅笹島店、名古屋国際センター前店、
金山駅前店、矢場町店、丸の内駅北店、丸の内駅前店、太田川駅前店

岐阜県 高山駅前店
箕面店、阪急石橋・阪大西店、阪急服部天神駅前店、阪急高槻市駅前店、
茨木店、江坂店、江坂駅前店、新大阪新幹線口店、新大阪駅前店、新大阪店、
天神橋筋六丁目駅前店、梅田北店、南森町店、大阪駅前店、梅田ターミナル店、
東淀川上新庄店、蒲生店、本町店、淀屋橋北浜店、御堂筋心斎橋店、船場店、
なんばターミナル店、長堀橋駅前店、谷町店、玉造駅前店、緑橋駅前店、
北巽駅前店、歌島橋店、新梅田シティ店、野田阪神駅前店、西長堀駅前店、
なにわ筋阿波座店、阿倍野駅前店、住之江公園駅前店、平野店、枚方市駅前店、
守口店、寝屋川市駅前店、大東店、東大阪商大前店、近鉄八尾駅前店、
松原店、富田林駅前店、堺市役所前店、堺鳳浜寺店、泉大津駅前店、新金岡店、
泉北深井駅前店、泉北泉ヶ丘駅前店、岸和田店、泉佐野店、関西空港店
岡山駅西口店、岡山空港店、倉敷駅北口店、岡山駅前店、イオンモール岡山店、
倉敷美観地区店

広島県 広島新幹線口店、富士見町店、広島空港店、新尾道駅前店、福山駅前店
新山口駅前店、徳山新幹線口店、新下関駅前店、萩店、宇部浜町店、岩国店、
防府店、山口宇部空港店、岩国錦帯橋空港店

0800-7000-815

宮城県

神奈川県

静岡県

愛知県

大阪府

岡山県

山口県

【「Japan Expressway Pass」取扱店舗一覧】（平成２９年９月２６日時点） 

全２７５店舗 ※五十音順・アルファベット順 

別紙１ 



■　ニッポンレンタカー（2店舗）
都府県 店舗名 電話番号

東京都 羽田営業所
千葉県 成田空港営業所

■　バジェット・レンタカー（3店舗）
都府県 店舗名 電話番号

宮城県 仙台駅前店、仙台空港店
千葉県 成田空港店

■　平成レンタカー（5店舗）
都府県 店舗名 電話番号

岡山県 岡山空港店、岡山駅店
香川県 高松空港店、高松駅店
愛媛県 松山空港店

■　JR西日本レンタカー＆リース（7店舗）
都府県 店舗名 電話番号

大阪府 新大阪営業所
兵庫県 新神戸営業所
岡山県 岡山営業所
広島県 福山営業所、広島営業所
山口県 新山口営業所、下関営業所

■　JR東日本レンタリース（3店舗）
都府県 店舗名 電話番号

岩手県 盛岡営業所 019-624-5212
秋田県 秋田営業所 018-833-9308
宮城県 仙台営業所 022-292-6501

03-6859-6234

0570-054-317

086-470-0561

0088-24-4190

都府県 店舗名 電話番号
徳島県 徳島店、徳島阿波おどり空港店
香川県 高松店、高松空港店
愛媛県 松山店、松山空港店
高知県 高知駅前店、高知空港店
福岡県 福岡空港国際線店

0800-7000-815

 

【ＮＥＸＣＯ３会社の各社公式 web サイト掲載一覧】 

 

本商品に関する詳細につきましては、ＮＥＸＣＯ３会社の各社公式 web サイトに掲載いたします。 

○NEXCO 東日本 

（日本語） http://www.driveplaza.com/trip/drawari/japan_expass/ 

（英 語） http://en.driveplaza.com/trip/drawari/japan_expass/ 

（中国語（繁体字）） http://tw.driveplaza.com/trip/drawari/japan_expass/ 

（韓国語） http://kr.driveplaza.com/trip/drawari/japan_expass/ 

 

○NEXCO 中日本 

（日本語） https://hayatabi.c-nexco.co.jp/ 

（英 語） http://global.c-nexco.co.jp/en/ 

（中国語（繁体字）） http://global.c-nexco.co.jp/tw/ 

（韓国語） http://global.c-nexco.co.jp/kr/ 

 

○NEXCO 西日本 

（英 語） http://global.w-nexco.co.jp/en/ 

（中国語（繁体字）） http://global.w-nexco.co.jp/tw/ 

（韓国語） http://global.w-nexco.co.jp/kr/ 


