
 
令和元年６月１７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』 

首都圏、川越-花園エリア出発の新潟周遊プランを発売します！ 
～「レンタカー利用者限定コース」も新設！～ 

 

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車を対象に、高

速道路の料金が割引になるドラ割「新潟観光ドライブパス」を６月１７日（月）から発売します。 

新潟観光におトクなこの商品は、首都圏から新潟にドライブ旅行をされるお客さま向けの「首都圏

出発コース、川越-花園出発コース」のほか、新幹線や飛行機で新潟に来られるお客さまで、レンタ

カーをご利用される方向けの「レンタカー限定コース」を用意するとともに、公益社団法人 新潟県

観光協会等と連携し、１００を超える観光施設の優待特典を用意しています。 

海水浴や花火大会などの夏の観光から紅葉や温泉などの秋の行楽シーズンまで、首都圏から

新潟へのドライブ旅行を存分にお楽しみいただける大変おトクな商品ですので、お出かけの際はぜ

ひご活用下さい。 

 

新潟周遊プラン ～首都圏出発コース＆川越‐花園出発コース～  

１．ご利用期間 

令和元年７月１日（月）から１２月５日（木）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９日（金）から８月１９日（月）のお盆期間を除く、全期間が対象 

２．発売日 

令和元年６月１７日（月）から「ドラ割」特設ページ（https://travel.driveplaza.com/）で予約開始 

３．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

  出発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の高速道路が乗り 

降り自由 

４．お得なご利用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発エリア（コース名） 普通車 軽自動車等 

首都圏出発コース １０，８００円  ８，６００円  

川越‐花園出発コース ９，８００円  ７，８００円  

 



 

５．ご利用区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 出発エリア 

首都圏出発 

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 

川越エリア出発 
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 

○ 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、 

 

 ６．ご利用上の注意 

・往路の入口インターチェンジ/復路の出口インターチェンジ共に同じ「出発エリア」内のＩＣを使

わない場合は、本商品の適用外となります。 

・周遊エリアを超えて走行した場合は、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、出口料金所ともに出発エリアおよび周遊エリア外のときは、出発エリアおよび周遊エリア

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「出発エリア」内のＩＣから「周遊エリア」内

のＩＣまで走行（往路利用）され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。 

 

新潟周遊プラン ～レンタカー限定コース～ 

１．ご利用期間 

令和元年７月１日（月）から１２月５日（木）までの対象期間（※２）のうち、２日間または３日間。 

（※２）８月９日（金）から８月１９日（月）のお盆期間を除く、全期間が対象 

２．発売日 

令和元年７月１日（月）から、取扱い対象店舗（別紙参照）で利用受付開始（※３） 

（※３）具体的なご利用方法は後述「５．ご利用方法」をご参照ください。 

３．販売価格及び対象車種（ＥＴＣ限定） 

（※４）提携レンタカー会社（別紙参照）が貸与する普通車および軽自動車等で、かつ、提携レン

タカー会社が貸与するＥＴＣカードを用いてＥＴＣ無線通信により走行する車両に限ります。 

４．お得なご利用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ご利用区間 

 
 

 

 

 

 

 

 普通車（※４） 軽自動車等（※４） 

２日間 ４，７００円  ３，７００円  

３日間 ５，６００円  ４，４００円  



○ 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、 

 

６．ご利用方法 

① 本商品取扱いレンタカー店（別紙参照）にレンタカーを予約する。 

② 上記店舗の店頭で、店舗スタッフに本商品の利用希望を申し出、申込用紙に必要事項を 

記入する。 

③ レンタカーおよびＥＴＣカード（※５）の貸出を受ける。 

（※５）お客さまがお持ちの ETC カードはご使用いただけません。 

④ 申込期間中、上図「周遊エリア」内の高速道路を走行していただく。 

⑤ レンタカー会社にレンタカーおよびＥＴＣカードを返却する（※６）。 

（※６）申込期間中、レンタカー店から貸与を受けたＥＴＣカードを使用して本商品の周遊エリ  

ア外を走行された場合、ＥＴＣカード返却の際に周遊エリア外の通行料金を別途お支払して 

いただきます。 

７．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への走行は、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。 

 ・スマートＩＣは、ご利用時間に制限がある場合があります。 

 

● 優待特典 

① 観光施設等での特典 

観光施設、飲食・宿泊・温泉施設等など、対象観光施設での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あたりま

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Ｅ-ＮＥＸＣＯポイ

ントを５０ポイントプレゼントします。 

 

優待特典の詳細は、「ドラ割」特設ページ（https://travel.driveplaza.com/）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。 



提携レンタカー会社（新潟周遊プラン～レンタカー限定コース～取扱い店舗）一覧 

 

○トヨタレンタカー 

 

  

店舗名 電話番号 営業時間 

女池インター店 025-285-0100 8:00～20:00(4/1～10/31) / 

8:00～19:00(11/1～12/31)

竹尾インター店 025-275-0700 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

万代店 025-243-0100 8:00～20:00(1/5～12/31) 

新潟空港店 025-270-0100 7:30～20:00(1/5～12/31) 

新潟駅南口店 025-245-0100 8:00～20:00(1/5～12/31) 

新潟亀田インター店 025-382-0165 8:00～19:00(1/5～12/31) 

青山店 025-265-0100 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

新津店 0250-23-0500 8:00～19:00(1/5～12/31) 

巻店 0256-73-7171 8:00～19:00(1/5～12/31) 

三条店 0256-35-5488 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

長岡店 0258-34-0100 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

長岡インター店 0258-21-0100 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

柏崎店 0257-21-0111 8:00～19:00(1/5～12/31) 

新発田店 0254-26-0200 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

十日町店 025-752-6100 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

六日町店 025-776-3100 8:00～19:00(1/5～12/31) 

村上店 0254-53-1110 8:00～19:00(1/5～12/31) 

上越店 025-544-0500 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

越後湯沢駅前店 025-784-1003 8:00～20:00(4/1～10/31) 

8:00～19:00(11/1～12/31) 

別紙 



 

○ニッポンレンタカー 

 

○オリックスレンタカー 

 

 

 

 

店舗名 電話番号 営業時間 

新潟空港営業所 025-272-0956 8:00～20:00 

新潟新幹線口営業所 025-243-7666 7:00～22:00 

新潟駅北口営業所 025-250-0919 8:00～20:00 

新潟万代営業所 025-245-3221 8:00～20:00 

燕三条駅前営業所 0256-34-4343 8:00～20:00 

長岡駅前営業所 0258-31-0919 月～金 8:00～22:00 

土日祝 8:00～20:00 

長岡駅東口営業所 0258-38-0919 8:00～20:00 

越後湯沢営業所 025-785-5300 8:00～19:00 

上越妙高駅前営業所 025-521-0919 8:00～20:00 

店舗名 電話番号 営業時間 

上越店 025-531-0543 9:00～18:00 

新潟上所店 025-288-0543 9:00～18:00 

新潟空港店 025-275-0543 月～土・祝 8:00～21:00 

日 8:00～18:00 

燕三条駅前店 0256-36-0563 8:00～20:00 

新発田店 0254-27-6543 9:00～18:00 

柏崎店 0257-20-0543 9:00～18:00 

新潟駅北口店 025-255-0543 8:00～20:00 

長岡駅前店 0258-31-0553 月～金 8:00～20:00 

土日祝 9:00～19:00 

上越妙高駅前店 025-521-0543 月～土 8:00～20:00 

日 9:00～18:00 

（祝日は曜日通りの営業時間） 


