
 
平成３０年６月２１日 

東日本高速道路株式会社新潟支社 

公益社団法人 新潟県観光協会 

 
 

ドラ割 『新潟観光ドライブパス』 を６月２８日（木）から発売！ 
～ＮＥＸＣＯ東日本は、ドラ割を通して新潟の観光振興に協力していきます～ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本新潟支社（新潟市中央区）は、普通車及び軽自動車等のＥＴＣ車を対象とした高速道

路料金が割引となるドラ割「新潟観光ドライブパス」を６月２８日（木）から発売します。 

① 昨年も実施した対象区間が乗り降り自由となる「新潟・北信濃・会津周遊プラン」 

② 関東方面や北陸地域からの往復と新潟県内が乗り降り自由となる「新潟周遊プラン」 

③ 関東方面からの往復がお得になる「大地の芸術祭往復プラン」 

といった３つのプランを設定しました。 

更に、新潟県観光協会と連携し、ドラ割申込者だけが利用できる１００を超える観光施設の優待特典も

用意しています。 
 
①「新潟・北信濃・会津周遊プラン」  別紙１参照 

  １．ご利用期間 平成３０年７月６日（金）から１２月３日（月）までの対象期間のうち、２日間または３日間 

  ２．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定）  

   新潟県内・長野県の北信濃地域・福島県の会津地域の周遊エリア内の乗り降りが割引対象です。 
 

 普通車 軽自動車等 

週末型（２日間） ５，７００円  ４，５００円  

全日型（３日間） ７，５００円  ６，０００円  
 
②「新潟周遊プラン」  別紙２参照 

  １．ご利用期間 平成３０年７月６日（金）から１２月３日（月）までの対象期間のうち、最大３日間 

  ２．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

    発着エリアから周遊エリアまでの一往復分の通行料金と新潟県内の周遊エリア内での乗り降りが割

引対象です。 

発着エリア 普通車 軽自動車等 

首都圏エリア １０，８００円  ８，６００円  

川越・花園エリア ９，８００円  ７，８００円  

富山エリア ７，５００円  ６，０００円  

金沢エリア ９，７００円  ７，７００円  

福井エリア １２，０００円  ９，６００円  
 
③「大地の芸術祭往復プラン」  別紙３参照 

  １．ご利用期間 平成３０年７月２７日（金）から９月１８日（火）までの対象期間のうち、最大３日間 

  ２．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

    発着エリアから関越道 湯沢ＩＣ～六日町ＩＣの目的地エリアまでの一往復分の通行料金が割引対

象です。 

発着エリア 普通車 軽自動車等 

首都圏エリア ６，５００円  ５，２００円  

川越・花園エリア ５，５００円  ４，４００円  
 
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 



  ●優待特典 

    １．観光施設等での特典 

      観光施設や飲食・宿泊・温泉施設等などの、対象観光施設において入館料の割引やプレゼント等の

進呈などのサービスが受けられます。 

    ２．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が当たります。 

    ３．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５０ポイント分のＥ－  

ＮＥＸＣＯポイントをプレゼントします。 

    ４． 新潟観光ドライブパスと宿泊プランがセットになった「ドライブパック」のご利用ができます。 
     新潟観光ドライブパスをご利用のお客さまを対象としたお得な宿泊プランを株式会社日本旅行

と連携して販売します。 

 

ご利用特典の詳細は、「ドラ割」特設ページ（http://www.driveplaza.com/trip/drawari/）でご確認下さい。 

 

  

「ドラ割」とは、ＮＥＸＣＯ東日本が提供する事前予約型のＥＴＣ料金割引を中心として、

サービスエリア・パーキングエリアでのオトクな情報、オフィシャルカード「Ｅ-ＮＥＸＣＯ 

pass」のポイントサービスなど、ドライブユーザーが色々な場面で「ドライブ旅行」を「割

安」に楽しんでもらうためのサービスの総称です。 
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【別紙１】 

 

① 「新潟・北信濃・会津周遊プラン」 

１．ご利用期間 

平成３０年７月６日（金）から１２月３日（月）までの対象期間（※）のうち、２日間または３日間。 

（※）８月１０日（金）から８月２０日（月）のお盆期間を除く、全期間が対象。 

２．発売日 

平成３０年６月２８日（木）から「ドラ割」特設ページ（http://www.driveplaza.com/trip/drawari/）で 

予約開始。 

３．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

土・日・祝日を含む連続する最大２日間が乗り降り自由となる「週末型（２日間）」。 

平日・休日を問わず連続する最大３日間が乗り降り放題となる「全日型（３日間）」。 

 普通車 軽自動車等 

週末型（２日間） ５，７００円  ４，５００円  

全日型（３日間） ７，５００円  ６，０００円  
 

４．ご利用区間 

周遊エリア内（新潟県内、長野県北信濃地域、福島県会津地域）のインターチェンジ（ＩＣ）全６０か所。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対象となる周遊エリア＞ 

北陸道 

親不知ＩＣ、糸魚川ＩＣ、能生ＩＣ、名立谷浜ＩＣ、上越ＩＣ、大潟スマートＩＣ、柿崎ＩＣ、

米山ＩＣ、柏崎ＩＣ、西山ＩＣ、長岡北スマートＩＣ、中之島見附ＩＣ、栄スマートＩＣ、 

三条燕ＩＣ、巻潟東ＩＣ、黒埼スマートＩＣ、新潟西ＩＣ 

日本海東北道 
新潟亀田ＩＣ、新潟東スマートＩＣ、新潟空港ＩＣ、豊栄スマートＩＣ、 

豊栄新潟東港ＩＣ、聖籠新発田ＩＣ、中条ＩＣ、荒川胎内ＩＣ 

関越道 
湯沢ＩＣ、塩沢石打ＩＣ、六日町ＩＣ、大和スマートＩＣ、小出ＩＣ、堀之内ＩＣ、 

越後川口ＩＣ、小千谷ＩＣ、長岡南越路スマートＩＣ、長岡ＩＣ 

磐越道 
猪苗代磐梯高原ＩＣ、磐梯河東ＩＣ、会津若松ＩＣ、新鶴スマートＩＣ、会津坂下ＩＣ、

西会津ＩＣ、津川ＩＣ、三川ＩＣ、安田ＩＣ、新津ＩＣ、新津西スマートＩＣ、新潟中央ＩＣ 

上信越道 
上田菅平ＩＣ、坂城ＩＣ、長野ＩＣ、須坂長野東ＩＣ、小布施スマートＩＣ、信州中野ＩＣ、

豊田飯山ＩＣ、信濃町ＩＣ、妙高高原ＩＣ、中郷ＩＣ、新井スマートＩＣ、上越高田ＩＣ 

長野道 更埴ＩＣ 

 
５．ご利用上の注意 

   ・ 周遊エリア外のＩＣから周遊エリア外のＩＣの走行には、ご利用された全区間の通行料金を請求します。 

   ・ ご利用区間・曜日・時間帯により、通常のＥＴＣ割引をご利用いただく方が、高速道路料金が安くな

る場合があります。 

・ 周遊エリア内にあるスマートＩＣは、ご利用時間に制限がある場合があります。 
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【別紙２】 

②  新潟周遊プラン 

１．ご利用期間 

平成３０年７月６日（金）から１２月３日（月）までの対象期間（※）のうち、平日・休日を問わず連続

する最大３日間。 

（※）８月１０日（金）から８月２０日（月）のお盆期間を除く、全期間が対象。 

２．発売日 

平成３０年６月２８日（木）から「ドラ割」特設ページ（http://www.driveplaza.com/trip/drawari/）で 

予約開始。 

３．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

発着エリアから周遊エリアまでの一往復分の通行料金を含み周遊エリア内が乗り降り自由。 

発着エリア 普通車 軽自動車等 

首都圏エリア     １０，８００円        ８，６００円 

川越・花園エリア      ９，８００円        ７，８００円 

富山エリア ７，５００円  ６，０００円  

金沢エリア ９，７００円  ７，７００円  

福井エリア １２，０００円  ９，６００円  

４．ご利用区間 

 

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

○発着エリア 

首都圏エリア 

関越道：練馬ＩＣ、大泉ＪＣＴ、所沢ＩＣ、三芳スマートＩＣ 

圏央道：あきる野ＩＣ、日の出ＩＣ、青梅ＩＣ、桶川加納ＩＣ、白岡菖蒲ＩＣ、幸手ＩＣ 

五霞ＩＣ、境古河ＩＣ、坂東ＩＣ、常総ＩＣ、つくば中央ＩＣ、つくば牛久ＩＣ 

東北道：川口ＪＣＴ、浦和ＩＣ、岩槻ＩＣ、久喜ＩＣ、加須ＩＣ、羽生ＩＣ 

常磐道：三郷ＩＣ、三郷ＪＣＴ、三郷料金所スマートＩＣ、流山ＩＣ、柏ＩＣ、谷和原ＩＣ 

谷田部ＩＣ、桜土浦ＩＣ、土浦北ＩＣ 

川越・花園エリア 
関越道：川越ＩＣ、鶴ヶ島ＩＣ、坂戸西スマートＩＣ、東松山ＩＣ，嵐山小川ＩＣ、花園ＩＣ 

圏央道：入間ＩＣ、狭山日高ＩＣ、圏央鶴ヶ島ＩＣ、坂戸ＩＣ、川島ＩＣ、桶川北本ＩＣ 

富山エリア 北陸道：富山西ＩＣ、富山ＩＣ、流杉スマートＩＣ、立山ＩＣ、滑川ＩＣ、魚津ＩＣ、黒部ＩＣ 

        入善スマートＩＣ、朝日ＩＣ 

金沢エリア 北陸道：金沢西ＩＣ、金沢東ＩＣ、金沢森本ＩＣ、小矢部ＩＣ、砺波ＩＣ、高岡砺波ＩＣ、小杉ＩＣ 

福井エリア 
北陸道：福井ＩＣ，福井北ＩＣ、丸岡ＩＣ，金津ＩＣ、加賀ＩＣ、片山津ＩＣ，小松ＩＣ、美川ＩＣ、 

徳光スマートＩＣ、白山ＩＣ、能美根上スマートＩＣ 
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○周遊エリア 

北陸道 

親不知ＩＣ、糸魚川ＩＣ、能生ＩＣ、名立谷浜ＩＣ、上越ＩＣ、大潟スマートＩＣ、柿崎ＩＣ 

米山ＩＣ、柏崎ＩＣ、西山ＩＣ、長岡北スマートＩＣ、中之島見附ＩＣ、栄スマートＩＣ 

三条燕ＩＣ、巻潟東ＩＣ、黒埼スマートＩＣ、新潟西ＩＣ 

日本海東北道 
新潟亀田ＩＣ、新潟東スマートＩＣ、新潟空港ＩＣ、豊栄スマートＩＣ、豊栄新潟東港ＩＣ 

聖籠新発田ＩＣ、中条ＩＣ、荒川胎内ＩＣ 

関越道 
長岡ＩＣ、長岡南越路スマートＩＣ、小千谷ＩＣ、越後川口ＩＣ、堀之内ＩＣ 

小出ＩＣ、大和スマートＩＣ、六日町ＩＣ、塩沢石打ＩＣ、湯沢ＩＣ、 

磐越道 新潟中央ＩＣ、新津西スマートＩＣ、新津ＩＣ、安田ＩＣ、三川ＩＣ、津川ＩＣ 

上信越道 上越高田ＩＣ、新井スマートＩＣ、中郷ＩＣ、妙高高原ＩＣ、 

 

５．ご利用上の注意 

・往路/復路共に同じ「発着エリア」のＩＣを使わない場合は、本商品の適用外となります。 

・周遊エリアを超えて利用した場合、周遊エリア外の通行料金は別途請求されます。ただし、入口、出

口料金所ともに周遊エリア外のときは、周遊エリアを通過した場合であっても当該走行の全区間の走行

料金が請求されます。 

・お申し込みの際に選択された期間において、一度でも「発着エリア」にあるＩＣから「周遊エリア」にあるＩ

Ｃを利用（往路利用）すると本商品が適用されます。往路利用のみの場合でも本商品の全額が請求さ

れます。 

・ご利用区間・曜日・時間帯により、通常のＥＴＣ割引をご利用いただく方が、高速道路料金が安くなる

場合があります。 

・スマートＩＣは、ご利用時間に制限がある場合があります。 
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【別紙３】 

 

③ 大地の芸術祭往復プラン 

１．ご利用期間 

平成３０年７月２７日（金）から９月１８日（火）までの対象期間（※１）のうち、平日・休日を問わず

連続する最大３日間。 

（※１）８月１０日（金）から８月２０日（月）のお盆期間を除く、全期間が対象 

２．発売日 

平成３０年６月２８日（木）から「ドラ割」特設ページ（http://www.driveplaza.com/trip/drawari/）で 

予約開始（※２） 

（※２）「大地の芸術祭往復プラン」と「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ ２０１８」の作

品鑑賞パスポートとの同時申し込みを「ドラぷらの旅」で受付開始予定です。詳細は「ドラぷらの

旅」（http://tabihatsu.jp/e-nexco/）でご確認ください。 

３．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

発着エリアから目的地エリアまでの一往復分の通行料金を割引。 

往路： 「発着エリア」内のＩＣから乗り、「目的地エリア」内のＩＣで降りる。 

復路： 「目的地エリア」内のＩＣから乗り、「発着エリア」内のＩＣで降りる。 

４．ご利用区間  

  

 

  

   

    

  

  

   

   

 

   

   

○発着エリア 

首都圏エリア 

関越道：練馬ＩＣ、大泉ＪＣＴ、所沢ＩＣ、三芳スマートＩＣ 

圏央道：あきる野ＩＣ、日の出ＩＣ、青梅ＩＣ、桶川加納ＩＣ、白岡菖蒲ＩＣ、幸手ＩＣ 

五霞ＩＣ、境古河ＩＣ、坂東ＩＣ、常総ＩＣ、つくば中央ＩＣ、つくば牛久ＩＣ 

東北道：川口ＪＣＴ、浦和ＩＣ、岩槻ＩＣ、久喜ＩＣ、加須ＩＣ、羽生ＩＣ 

常磐道：三郷ＩＣ、三郷ＪＣＴ、三郷料金所スマートＩＣ、流山ＩＣ、柏ＩＣ、谷和原ＩＣ 

谷田部ＩＣ、桜土浦ＩＣ、土浦北ＩＣ 

川越・花園エリア 
関越道：川越ＩＣ、鶴ヶ島ＩＣ、坂戸西スマートＩＣ、東松山ＩＣ，嵐山小川ＩＣ、花園ＩＣ 

圏央道：入間ＩＣ、狭山日高ＩＣ、圏央鶴ヶ島ＩＣ、坂戸ＩＣ、川島ＩＣ、桶川北本ＩＣ 

 
○目的地エリア 

関越道 湯沢ＩＣ、塩沢石打ＩＣ、六日町ＩＣ、 

 

発着エリア 普通車 軽自動車等 

首都圏エリア ６，５００円  ５，２００円  

川越・花園エリア ５，５００円  ４，４００円  
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５．ご利用上の注意 

   ・ 往路・復路共に同じ「発着エリア」内のＩＣを使わない場合は、本商品の適用外となります。 

・ お申し込みの際に選択された期間において、一度でも「発着エリア」内にあるＩＣから「目的地エリア」

内にあるＩＣをご利用（往路利用）されると本商品が適用されます。予めご了承ください。 

・ ご利用区間・曜日・時間帯により、通常のＥＴＣ割引をご利用いただく方が、高速道路料金が安く

なる場合があります。 

・ スマートＩＣは、ご利用時間に制限がある場合があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


