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１．販売プランおよび適用区間 

①首都圏出発プラン 

「首都圏出発エリア」から「周遊エリア」までの 1 往復と、「周遊エリア」内乗り放題がセット 

 *出発エリア外からご利用の場合、出発エリアを通過して周遊エリアで降りた場合は『ググっとぐんまフリーパス』（以下、「本割引」と

いいます。）の対象外となります。（出発エリア内の本線料金所を通過する場合は、本線料金所からの走行が対象となります。） 

②周遊プラン 

「周遊エリア」内乗り放題 

 *周遊エリア外のＩＣと周遊エリア内端末ＩＣ（本庄児玉ＩＣ、水上ＩＣ、碓氷軽井沢ＩＣ、太田桐生ＩＣ）間の料金は別途必要です。 

＜首都圏出発エリア＞ 

Ｅ４ 東北道 川口ＪＣＴ～羽生ＩＣ Ｅ１７ 関越道 練馬ＩＣ～花園ＩＣ 

Ｅ６ 常磐道 三郷ＪＣＴ～桜土浦ＩＣ Ｃ４ 圏央道 あきる野ＩＣ～つくば牛久ＩＣ 

＜周遊エリア＞ 

Ｅ１７ 関越道 本庄児玉ＩＣ～水上ＩＣ Ｅ１８ 上信越道 藤岡ＪＣＴ～碓氷軽井沢ＩＣ 

Ｅ５０ 北関東道 高崎ＪＣＴ～太田桐生ＩＣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※首都圏出発エリアは主要なＩＣのみ記載しています。 

※首都高速道路、東京外環自動車道、その他地方道路公社等が管理する有料道路は本割引の

対象外となり、別途料金が必要です。 

※川口ＪＣＴ、三郷ＪＣＴは首都高速道路から連続してご利用いただけます。 

※大泉ＪＣＴ、川口ＪＣＴ、三郷ＪＣＴは東京外環自動車道から連続してご利用いただけます。

別紙 
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２．ご利用期間 

 平成３１年４月１日（月）～９月３０日（月）のうち、連続する最大２日間 

 （ただし、平成３１年４月２６日（金）～５月７日（火）及び８月９日（金）～８月１９日（月）は除きます。） 

 

●ご利用可能日カレンダー 

黄色・青色に着色された日付がご利用可能日です。 

青色に着色された日がご利用開始日の場合は当日のみのご利用となります。 

 

 

３．対象車種 

  ＥＴＣでご利用の普通車・軽自動車等（二輪車含む） 

※ＥＴＣコーポレートカードはご利用できません。 

 

４．販売プラン・販売価格 

プラン 利用可能日数 普通車 軽自動車等 

首都圏出発プラン ２日間 ６，０００円 ４，８００円 

周遊プラン ２日間 ３，０００円 ２，４００円 

     

○ご利用によっては、本割引を利用しなかった場合に比べて料金が割高になる場合がありますので

ご注意ください。 

○本割引をご利用の際には、ＥＴＣレーンでの料金表示およびＥＴＣ車載器では通常の料金をご案内

いたしますが、本割引対象の全走行を一つにまとめて、本割引の料金で請求させていただきます。 

○本割引が適用された走行は、平日朝夕割引の利用回数にカウントされません。 

○首都高速道路、東京外環自動車道、その他地方道路公社等が管理する有料道路は本割引の

対象外となり、別途料金が必要です。 
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５．お得なご利用例  （普通車・平日昼間利用） 
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６．ご利用方法 

①首都圏出発プラン 

①→②→③の順でご利用ください。 

①のご利用をもって本割引料金の請求をします。 

②、③から始まるご利用は本割引の対象となりません。 

事前にお申込みされた連続する最大２日間ご利用いただけます。 

料金所はＥＴＣ無線通信によりご利用ください。 

※①③について出発エリア外からご利用の場合、出発エリア内のＩＣで一旦高速道路を降りて乗

り直してください（出発エリア内の本線料金所を通過する場合は乗り直しは不要です。）。 

※復路走行をされた後の走行は本割引の対象となりません。 

※周遊走行において、周遊エリアを超えてご利用された場合は、本割引料金とは別に、周遊エ

リア外料金として通常の料金（ＥＴＣ時間帯割引が適用される場合は、ＥＴＣ時間帯割引適用

後の料金）が別途必要となります。また、周遊エリア外から周遊エリア外への走行は、周遊エ

リアを経由する場合であっても、全区間において本割引の対象となりません。 

※首都高速道路、東京外環自動車道、その他地方道路公社等が管理する有料道路は本割

引の対象外となり、別途料金が必要です。 

 

②周遊プラン 

事前にお申込みされた連続する最大２日間、周遊エリア内の高速道路が乗り放題です。 

料金所はＥＴＣ無線通信によりご利用ください。 

※周遊エリアを超えてご利用された場合は、本割引料金とは別に、周遊エリア外料金として通

常の料金（ＥＴＣ時間帯割引が適用される場合は、ＥＴＣ時間帯割引適用後の料金）が別途

必要となります。 

※周遊エリア外から周遊エリア外への走行は、周遊エリアを経由する場合であっても、全区間に

おいて本割引の対象となりません。 

 

 

（※1 回のみ） 

（※1 回のみ） 
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 ※対象とならない走行  

＜首都圏出発プラン【往路走行・復路走行】＞ 

例①出発エリア内のみの走行 

 

練馬ＩＣ         花園ＩＣ 

 

練馬ＩＣ-花園ＩＣの全区間が本割引の対象になりません。 

 

例②出発エリアと周遊エリア外のインターチェンジ相互間の走行 

 

川口ＪＣＴ        羽生ＩＣ         佐野藤岡ＩＣ 

 

川口ＪＣＴ-佐野藤岡ＩＣの全区間が本割引の対象になりません。 

 

 

練馬ＩＣ          花園ＩＣ        本庄児玉ＩＣ        水上ＩＣ         湯沢ＩＣ 

 

練馬ＩＣ-湯沢ＩＣの全区間が本割引の対象になりません。 

 

例③出発エリア外と周遊エリアのインターチェンジ相互間の走行 

 

八王子ＩＣ       あきる野ＩＣ         花園ＩＣ        本庄児玉ＩＣ       高崎ＩＣ 

 

八王子ＩＣ-高崎ＩＣの全区間が本割引の対象になりません。 

※出発エリア外からご利用の場合、出発エリアを経由して周遊エリアで降りた場合も本割引の対象外

となります。（出発エリア内の本線料金所を通過する場合は、本線料金所からの走行が対象となり

ます。） 

 

例④出発エリアで対象区間外の走行を挟み、周遊エリアで流出された走行 

 

柏ＩＣ     三郷ＪＣＴ （東京外環道経由） 大泉ＪＣＴ     花園ＩＣ  本庄児玉ＩＣ   高崎ＩＣ 

 

柏ＩＣ-大泉ＪＣＴ分は本割引の対象になりません。 

大泉ＪＣＴ-高崎ＩＣ分は本割引料金に含まれます。 

対象区間外 

対象区間外 

対象区間外 

出発エリア内 

出発エリア内 

出発エリア内 対象区間外 周遊エリア内 

対象区間外 周遊エリア内 

凡例 

  （白抜）：発着ＩＣ 

 （塗りつぶし）：通過ＩＣ 

 出発エリア内 対象区間外 周遊エリア内 出発エリア内 

出発エリア内 
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＜首都圏出発プラン【周遊走行】、周遊プラン＞ 

例⑤周遊エリアと周遊エリア外のインターチェンジ相互間の走行 

 

 

高崎ＩＣ         水上ＩＣ          湯沢ＩＣ 

 

高崎ＩＣ-水上ＩＣ分は本割引料金に含まれます。 

水上ＩＣ-湯沢ＩＣ分は本割引の対象になりません。 

 

 

宇都宮ＩＣ        太田桐生ＩＣ        前橋ＩＣ 

 

宇都宮ＩＣ-太田桐生ＩＣ分は本割引の対象になりません。 

太田桐生ＩＣ-前橋ＩＣ分は本割引料金に含まれます。 

 

例⑥周遊エリア以外のインターチェンジ相互間の走行 

 

宇都宮ＩＣ       太田桐生ＩＣ      碓氷軽井沢ＩＣ       佐久ＩＣ 

 

途中、周遊エリアを経由する場合であっても、宇都宮ＩＣ‐佐久ＩＣの全区間が本割引の対象になりま

せん。 

 

 

 

７．お申込み 

 ご利用開始前までにＮＥＸＣＯ東日本ホームページ「ドラぷら」または「ドラぷらモバイル」からお申し

込みください。 

ＰＣ版 https://www.driveplaza.com/trip/drawari/  

モバイル版 http://m.driveplaza.com/travel/  

（※検索サイトからは「ドラ割」で検索をお願いします。） 

 ※お申込み開始は平成３１年３月７日（木）１４時からとなります。 

  

対象区間外 周遊エリア内 

対象区間外 周遊エリア内 

対象区間外 周遊エリア内 対象区間外 
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８．ご利用特典 

●特典① 観光施設での特典 

 周遊エリア各地の観光施設・温泉施設など９０カ所以上の施設で嬉しい特典が受けられます。 

※具体的な内容はＮＥＸＣＯ東日本ホームページ「ドラぷら」にて公開しますので、ご確認ください。 

 

●特典② サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）での特典 

 ＳＡ・ＰＡで下記の嬉しい特典が受けられます。 

道路名 施設名 コーナー・店舗名 営業時間 特典内容 

関越道 

上里ＳＡ上り SNACK STAND（外売店） 10：00～20：00 ソフトクリームバニラ 50 円引き 

上里ＳＡ下り どんぶり屋（フードコート） 24Ｈ 
ホットコーヒーまたはアイスコーヒーを 

100 円に値下げして販売 

駒寄ＰＡ上り ショッピングコーナー 7：30～20：00 ホットコーヒー50 円引き 

駒寄ＰＡ下り 外売店 8：00～15：00 ソフトクリーム 50 円引き 

赤城高原ＳＡ上り レストラン 
[平日] 11：00～22：00 

[土日祝]7：00～22：00 
お食事のお客さまにドリンク１杯サービス 

赤城高原ＳＡ下り レストラン 
[平日] 11：00～21：00 

[土日祝]7：00～21：00 

お食事のお客さまにホットコーヒー１杯 

サービス 

上信越道 

甘楽ＰＡ上り ショッピングコーナー 7：30～19：30 
セルフ式ホットコーヒー「イタリアンブレンド」

50 円引き 

甘楽ＰＡ下り ショッピングコーナー 7：30～19：30 
セルフ式ホットコーヒー「イタリアンブレンド」

50 円引き 

横川ＳＡ上り レストラン「燈歌」 
11：00～21：00 

※ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 20：30 
お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス 

横川ＳＡ下り レストラン「福膳」 7：00～20：00 お食事のお客さまにコーヒー１杯サービス 

北関東道 太田強戸ＰＡ（集約） ヨリミチカフェ（外売店） 10：00～18：00 イタリアンブレンドコーヒー50 円引き 

 

●特典③ アンケートプレゼント 

 ご利用後、アンケートにお答えいただいたお客さまの中から抽選で素敵なプレゼント。 

○ 群馬県内で利用可能な「旅館宿泊券」 ２万円分   ５名様 

○ 群馬県お楽しみ特産品                  ２０名様 

○ ぐんまちゃんグッズ                    １００名様 

 

●特典④ E-NEXCO ポイントプレゼント 

 E-NEXCO pass でご利用いただいたお客さまに、通常のポイントに加えて E-NEXCO ポイントを５０P

プレゼント。 

 

※特典①②をご利用の際は、お申し込み完了後に送信される「申込完了メール」を印刷したもの、ま

たは「申込完了メール」の受信画面をご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。 

※特典は今後変更が生じる場合もございますのであらかじめご了承ください。 

※特典の詳細はＮＥＸＣＯ東日本ホームページ「ドラぷら」

（https://www.driveplaza.com/trip/drawari/）でご案内しております。 


