
ETCコーポレートカード
(大口・多頻度割引)

割引対象 ポイント付与
還元額利用
(無料走行

分)

E5 道央自動車道 C3 東京外環自動車道 E23 東名阪自動車道 E73 岡山自動車道

E5A 札樽自動車道 E51 東関東自動車道 C2 名古屋第二環状自動車道 E74 浜田自動車道

E5A 後志自動車道 E65 新空港自動車道 E23 伊勢自動車道 E74 広島自動車道

E38 道東自動車道 E14 館山自動車道 E42 紀勢自動車道 E54 松江自動車道

E4 東北自動車道 E1 東名高速道路 E1A 新名神高速道路 E11 高松自動車道

E4A 八戸自動車道 E1A 新東名高速道路 E25 西名阪自動車道
E11
E56

松山自動車道

E4A 青森自動車道 E1 名神高速道路 E26 近畿自動車道
E32
E56

高知自動車道

E7
E46

秋田自動車道

E19
E20
E52
E68

中央自動車道
E26
E42

阪和自動車道
E11
E32

徳島自動車道

E48 山形自動車道 E19 長野自動車道 E71 関西空港自動車道 E2A 関門自動車道

E46 釜石自動車道 E17 関越自動車道 E2A 中国自動車道 E3 九州自動車道

E7 日本海東北自動車道 E18 上信越自動車道 E2 山陽自動車道 E10 宮崎自動車道

E13 東北中央自動車道 E52 中部横断自動車道 E27 舞鶴若狭自動車道 E34 長崎自動車道

E49 磐越自動車道 E8 北陸自動車道 E29 播磨自動車道 E34 大分自動車道

E6 常磐自動車道 E41 東海北陸自動車道 E73 米子自動車道
E10
E78

東九州自動車道

E50 北関東自動車道 E1A 伊勢湾岸自動車道 E9 山陰自動車道 E58 沖縄自動車道

E62 深川留萌自動車道 E14 京葉道路 E67 安房峠道路 E76 今治小松自動車道

E63 日高自動車道 E82 千葉東金道路 E9 京都縦貫自動車道 関門トンネル

E4A 百石道路 CA 東京湾アクアライン
連絡道 E88 京滋バイパス E7 秋田自動車道
(琴丘能代道路)

CA 東京湾アクアライン E24 京奈和自動車道
(京奈道路) E10 椎田道路 E7 秋田自動車道
(秋田外環状道路)

E14 富津館山道路 E89 第二京阪道路 E35 西九州自動車道
(武雄佐世保道路) E13 湯沢横手道路

E83 第三京浜道路 E91 南阪奈道路 E35 西九州自動車道
(佐世保道路) E13 東北中央自動車道（米沢南陽道路）

E16
E83

横浜新道 E71 関西国際空港連絡橋 E96 長崎バイパス E6 仙台北部道路

E16 横浜横須賀道路 E42 湯浅御坊道路 E10 宇佐別府道路 E6 仙台東部道路

E85 小田原厚木道路
E93
E94

第二神明道路
第二神明道路北線

E97 日出バイパス E48 仙台南部道路

E84 新湘南バイパス
(ＥＴＣ2.0のみ) E2 広島岩国道路 E10 延岡南道路
E6
E45

三陸自動車道
(仙塩道路)

E84 西湘バイパス E9 江津道路 E78 隼人道路 E50 東水戸道路

E68 東富士五湖道路 E9 安来道路 E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) C4 圏央道
(ＥＴＣ2.0のみ)

E1A 伊勢湾岸自動車道
(飛鳥～東海) E31 広島呉道路 E3A 南九州自動車道
(鹿児島道路) C3 東海環状自動車道

E90 堺泉北道路 Ｅ92 第二阪奈道路

※　　　　　　　されている道路が、大口・多頻度割引の割引対象道路です。ただし、圏央道、新湘南バイパスは、ETC2.0車に限ります。

○ ○

道路会社(公社)

東・中・西日本高速道路(株)
　　高速自動車国道

一般有料道路

ETCコーポレートカード・ETCクレジットカードが利用可能な道路一覧

ETCクレジットカード
(マイレージサービス)

道　路　名

○ ○

(平成31年4月1日時点)

○(注1)

×

網掛け



ETCコーポレートカード
(大口・多頻度割引)

割引対象 ポイント付与
還元額利用
(無料走行

分)

道路会社(公社)

ETCコーポレートカード・ETCクレジットカードが利用可能な道路一覧

ETCクレジットカード
(マイレージサービス)

道　路　名

(平成31年4月1日時点)

本州四国連絡高速道路(株) 　　 　　　　○（注2） ○ ○
首都高速道路(株) 　　 　　　　○（注1） × ×
阪神高速道路(株) 　　 　　　　○（注1） × ○
宮城県道路公社 × ○ ○
栃木県道路公社 × × ○
茨城県道路公社 × × ○
千葉県道路公社 × × ○
富山県道路公社 × × ○
名古屋高速道路公社 ○ ○ ○
愛知県道路公社 ○ ○ ○
愛知県道路公社 × × ○
滋賀県道路公社 × × ○
京都府道路公社 × × ○
大阪府道路公社 × × ○
兵庫県道路公社 × × ○
神戸市道路公社 ○ ○ ○
広島高速道路公社 ○ ○ ○
福岡北九州高速道路公社 ○ ○ ○
福岡県道路公社 × × ○
北九州市道路公社 × × ○
長崎県道路公社 × × ○
鹿児島県道路公社 × × ○
(注1)　車両単位割引(多頻度割引)・組合付加割引(大口割引)を適用します。

(注2)　車両単位割引(多頻度割引)を適用します。

E9 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路、丹波綾部道路)

箕面グリーンロード

日立有料道路、E50 常陸那珂有料道路＜ひたちなか本線料金所＞

銚子連絡道路

能越自動車道＜小矢部東本線料金所＞

名古屋高速道路＜全線＞

知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路、猿投グリーンロード

全線

全線

全線

E45 三陸自動車道(仙台松島道路)

E81 日光宇都宮道路

琵琶湖大橋有料道路

名古屋瀬戸道路

若戸大橋及び若戸トンネル＜戸畑本線料金所で北九州高速道路の料金と併せてお支払いいただく車線＞

E34 ながさき出島道路

指宿スカイライン

E95 播但連絡道路、E72 遠阪トンネル

六甲有料道路＜六甲山トンネル＞、六甲北有料道路＜大沢、柳谷、有野＞、山麓バイパス

広島都市高速道路

福岡高速道路、北九州高速道路

E35 福岡前原道路
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