
平成29年
1月 18日 ん`ら

中央道(八王子～高井戸)の

料金案内が変更になります
《通行料金はこれまでと変更ありません》

NEXEロ
中 日 本

変更① 出口で通行料金をと案内します
ETC車は、入口及び出回のETCアンテナの涌渦時刻で時間帯割引を判定し、割引後の料金を出口で

ご案内しま現 時間帯割引の判定箇所は裏面でb確認下さい。

■中央道 (八王子～高井戸間)のみをと利用の場合
出口に設置しているETCフ リーフローアンテナ通過時に料金をむ案内しま現 入口料金所では料金を案内しません。

【例】八王子～高井戸間をご利用の場合

入口 :八王子 出口:高井戸 (ETCフ リーフローアンテナ)

平成29年 1月 18日から

出口で料金を案内します
『料金は620円ですJ

平成29年 1月 17日まで
620円を案内

平成29年 1月 18日から

料金を案内しません→

■八王子本線料金所の東側と西側の区間を連続してと利用の場合

◆上り線(都心方面)をと利用の場合
出口に設置しているETCフ リエフロィアンテナ通過時に、入口料金所からの料金をむ案内しま現

八王子本線料金所では、料金を案内しません。

【例】上野原～高井戸間をと利用の場合

入口 :上野原 八王子本線料金所

◆下り線(山梨・圏央道方面)をと利用の場合

出回料金所く 入口料金所からの料金をご案内しま現

【例】高井戸(三鷹本線)～上野原間をご利用の場合

出口 :上野原 八王子本線料金所 入口:高井戸 (三鷹本線)

平成29年 1月 18日から

出 口で 料 金 を案 内 します
「料金は1,430円 ですJ

出日:高井戸(ETCフ リーフローアンテナ)

平成29年 1月 17日 まで
1,430円を案内

平成29年 1月 18日から

料金を案内しません→

平成29年 1月 17日 まで
620円を案内

平成29年 1月 18日から

料金を案内しません→
平成29年 1月 18日から

出 口 で 料金 を案 内 します
r料金は1,430円 ですJ

国立府中～八王子  440円
八王子本線～松本 4,230円

【変
更
後
】

国立府中～松本 41670円

(例)国立府中～松本のと利用

→
変
更
日」

利用照会サービス等の利用証明書やクレジット

カード会社等の乙請求明細について、八王子

本線料金所の東側と西側の区間を連続して

る利用の朝合、1つの明細表記となりま現

【登注意ください!!】

●惑ず入口ICから出回ICま での間、同じETCカードを車載器に挿入したままご走行ください。
ETCア ンテナで正常に通信できない場合は、本来料金でのと請求とならない場合がありますので、十分と注意ください。

●ETC車以外のお客様は、これまでどおり入口で通行料金をいただきます。
  ※料金はいずれも平日昼間に普通車で走行した場合の例です



中央道 (八王子～高井戸)都心通過利用時のETC料金について

都心通過(注)のと利用時のETC料金は、と利用距離に応じた料金 (l夕い八王子～高井戸間は980円 )

となりま現 この場合、当初ご案内する料金とと請求金額が異なる場合がありますので登注意

ください。

●」)中央道・八王子ICから首都高速道路経由で東北道等の放射高速道路等にあるICまでをご利用の場合、当初
む案内する料金にかかわら成 中央道(八王子～高井戸)の料金は980円 をる請求させていただきま魂

○ 中央道内や都心発着時(注)の ETC料金は、当面、激変緩和措置として旧料金(620円)を上限としま現

O ETC車以外の車はと利用区間にかかわらず―律980円となります。
※料金はいずれも平日昼間に普通草で走行 した場合の例です。

(注)都Jい通過・都心発着

都心通過とは、中央道(山… )⇔ 首都高速道路 (‐‐ )や外環道 (‐口 )を経由⇔

関越道。東北道・常磐道・京葉道・東関東道・アクアライン・横浜横須賀道路・横浜新道・

第二京浜。東名 (―― )または中央道 (…… )を利用する場合をいいま魂

都心発着とは、右の都心図の中央道(―― )⇔首都高速道路(―‐ )や外環道(‐‐ )

の利用をいいます。

NEXCO中日本お客さまセンター ※IP電話等一部の電話からは郡 u用できない場合がありま現
その場合は052‐ 223‐0333(通話料有利DIEおかけください。

八工子  
壁ねeλ口としてA野〕重 Fす

`●
●0開い i .3お

よ謝 金所 営3占 t通過して三

“

JCFよ り簡 道よで

践 行した鳩合。矮

胡 Ш

牽と苗 鱒 で15郷熊 祭り菫した4台は■機走行と
'■

し
'す

舗 3β99円
普通車

0し`日求時の金額●

棚 納
X3心通過をしているため620円

(通常奉ヽ金 普通車)の承衰観和

措置は迪応されません。

中央道 都心通過利用時のETC料金

外環道

豪E劇はください① け′‐ フィンターチェン・フで

―
嘲 RJおり

=す
。

持
祟

都′い図

=

―

中央道 (八王子～高井戸)での時間帯割引判定箇所について

【八王子IC】

② (山 梨方面からの出回)中央道の出日時間判定をしま魂

③ (首都高方面への入日)中 央道の入口時間判定をしま坑

OЭ (高井戸方面からの出日)中央道の出口時間判定をします。

※設置位置が変更となりました。

③ (山 梨方面への八日)中央道の入口時間判定をしま魂

※八王子本線料金所では時間判定は行いません。

【国立府中IC】

③(入日)中央道の入口時間判定をします。
⑤D(出日)中央道の出回時間判定をしま現

【高井戸 IC】

⑬ (一般道への出口)中 央道の出口時間判定をします。

※設置位置が変更となりました。

① (首都高方面への出口)中央道の出口時間判定をしまi
※設置位置が変更となりました。【府中スマートIC(入日)】 (ETC限定)

①中央道の入口時間判定をしま魂

×八王子方面への流入のみと利用いただけま魂

※「入回Jの ETCゲート前で必ず「一旦停止Jし 、′(―が開

いてから通行してください。

【調布IC】

⑬(入回)中央道の入口時間判定をしま坑
⑮O(出 口)中 央遭の出口時間判定をしま魂
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【府中スマートlC(出日)】

⑫中央道の出回時間判定をしま坑

【稲城IC】

⑬ (入口)中央道の入口時間判定をしま抗

⑭ (出 日)中央道の出口時間判定をしま抗

※首都高方面への流入、首都高方面からの流出のみと利用いただけま坑

■日料金所

☆麗鍬露藷駐計
設置饉

と注意

中央道 (八王子～高井戸)間の出口には ETC無線通信を行う ETCフ リーフローアンテナが設置されています (フ リーフローアンテナの設置箇所には料金所はこざいませんのでと注意

ください)。 ここでは、時間判定、経路確認を行う必要がありますので、入国から出口まで必ず ETCカードを車載器に挿入 したままと走行ください。
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