
料   金 地       域 料   金

270,000 石川県 170,000

250,000 福井県 180,000

240,000 滋賀県 160,000

130,000 奈良県 180,000

160,000 京都府 200,000

100,000 大阪府 220,000

50,000 和歌山県 240,000

50,000 兵庫県 240,000

50,000 岡山県 250,000

35,000 広島県 270,000

32,000 山口県 350,000

25,000 鳥取県 270,000

20,000 島根県 290,000

28,000 香川県 250,000

25,000 徳島県 250,000

35,000 愛媛県 270,000

45,000 高知県 280,000

80,000 福岡県 390,000

125,000 佐賀県 420,000

90,000 ⾧崎県 420,000

120,000 大分県 420,000

130,000 熊本県 440,000

130,000 宮崎県 450,000

150,000 鹿児島県 470,000

羽田空港出発

地       域 目安となる市域

青森県 青森市

秋田県 秋田市

岩手県 盛岡市

宮城県 仙台市

山形県 山形市

福島県 福島市

茨城県 水戸市

栃木県 宇都宮市

群馬県 前橋市

埼玉県（北部） 熊谷市

小田原市

埼玉県（南部） さいたま市

千葉県 千葉市

東京特別区・武三地区 23区内

目安となる市域

静岡県 浜松市

愛知県 名古屋市

山梨県 甲府市

⾧野県 ⾧野市

新潟県 新潟市

東京（その他） 八王子市

神奈川県（東地区） 横浜市

神奈川県（西地区）

金沢市

福井市

大津市

奈良市

京都市

大阪市

和歌山市

神戸市

岡山市

広島市

山口市

鳥取市

松江市

高松市

徳島市

松山市

高知市

福岡市

佐賀市

⾧崎市

料金はすべて税込・高速代込でございます。

市域によって料金の変動がある場合がございます。

ＣＸＬチャージ                 当日                                100%

                                             前日                                  50%

車種による料金の変更はございませんが、チャイルドシートなどで追加料金が発生いたします。

降車予定地並びに乗車人数のお客様都合での変更は出来かねます。ご了承くださいませ。

検査の遅延等により予定日時にご乗車になれない場合は、ご相談ください。

配車状況によりＣＸＬチャージなしで再配車承ります。

※但し、当日空港にて車両待機中にご連絡いただいた場合は

再配車が出来た場合であっても20％の追加チャージを頂戴いたします。

大分市

熊本市

宮崎市

鹿児島市

三重県 津市

富山県 富山市

岐阜県 岐阜市



料   金 地       域 料   金

260,000 石川県 170,000

240,000 福井県 180,000

230,000 滋賀県 160,000

120,000 奈良県 180,000

150,000 京都府 210,000

90,000 大阪府 230,000

40,000 和歌山県 250,000

45,000 兵庫県 250,000

50,000 岡山県 260,000

33,000 広島県 280,000

35,000 山口県 360,000

25,000 鳥取県 280,000

28,000 島根県 300,000

33,000 香川県 300,000

35,000 徳島県 260,000

45,000 愛媛県 280,000

50,000 高知県 290,000

90,000 福岡県 400,000

70,000 佐賀県 430,000

100,000 ⾧崎県 430,000

130,000 大分県 430,000

140,000 熊本県 450,000

140,000 宮崎県 460,000

150,000 鹿児島県 480,000富山県 富山市 鹿児島市

料金はすべて税込・高速代込でございます。

市域によって料金の変動がある場合がございます。

ＣＸＬチャージ                 当日                                100%

                                             前日                                  50%

車種による料金の変更はございませんが、チャイルドシートなどで追加料金が発生いたします。

降車予定地並びに乗車人数のお客様都合での変更は出来かねます。ご了承くださいませ。

検査の遅延等により予定日時にご乗車になれない場合は、ご相談ください。

配車状況によりＣＸＬチャージなしで再配車承ります。

※但し、当日空港にて車両待機中にご連絡いただいた場合は

再配車が出来た場合であっても20％の追加チャージを頂戴いたします。

岐阜県 岐阜市 熊本市

三重県 津市 宮崎市

静岡県 浜松市 ⾧崎市

愛知県 名古屋市 大分市

⾧野県 ⾧野市 福岡市

新潟県 新潟市 佐賀市

神奈川県（西地区） 小田原市 松山市

山梨県 甲府市 高知市

東京（その他） 八王子市 高松市

神奈川県（東地区） 横浜市 徳島市

千葉県 千葉市 鳥取市

東京特別区・武三地区 23区内 松江市

埼玉県（北部） 熊谷市 広島市

埼玉県（南部） さいたま市 山口市

栃木県 宇都宮市 神戸市

群馬県 前橋市 岡山市

福島県 福島市 大阪市

茨城県 水戸市 和歌山市

宮城県 仙台市 奈良市

山形県 山形市 京都市

秋田県 秋田市 福井市

岩手県 盛岡市 大津市

成田空港出発

地       域 目安となる市域 目安となる市域

青森県 青森市 金沢市


