
成⽥空港送迎特別プラン 成⽥空港送迎特別プラン

出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦
⻘森県 \265,000 群⾺県 \70,000 岡⼭県 \265,000 岡⼭県 \265,000
秋⽥県 \245,000 新潟県 \80,000 広島県 \285,000 広島県 \285,000
岩⼿県 \235,000 ⻑野県 \90,000 ⼭⼝県 \360,000 ⼭⼝県 \360,000
宮城県 \130,000 静岡県 \95,000 ⿃取県 \285,000 ⿃取県 \285,000
⼭形県 \160,000 愛知県 \130,000 島根県 \300,000 島根県 \300,000
福島県 \95,000 岐⾩県 \140,000 ⾹川県 \265,000 ⾹川県 \265,000
茨城県 \50,000 三重県 \140,000 徳島県 \265,000 徳島県 \265,000
栃⽊県 \60,000 富⼭県 \160,000 愛媛県 \285,000 愛媛県 \285,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市 \30,000 ⽯川県 \180,000 ⾼知県 \290,000 ⾼知県 \290,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市以外 \40,000 福井県 \190,000 福岡県 \395,000 福岡県 \395,000

※通常時間帯（05：00〜21：55）

※深夜早朝時間帯（22：00〜04：55）

成⽥空港送迎特別プラン 成⽥空港送迎特別プラン

出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦
⻘森県 \265,000 群⾺県 \70,000
秋⽥県 \245,000 新潟県 \80,000
岩⼿県 \235,000 ⻑野県 \90,000
宮城県 \130,000 静岡県 \95,000
⼭形県 \160,000 愛知県 \130,000
福島県 \95,000 岐⾩県 \140,000
茨城県 \50,000 三重県 \140,000
栃⽊県 \60,000 富⼭県 \160,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市 \30,000 ⽯川県 \180,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市以外 \40,000 福井県 \190,000

※通常時間帯（05：00〜21：55）

※深夜早朝時間帯（22：00〜04：55）

⽻⽥空港送迎特別プラン

出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦
⽻⽥空港 ⻘森県 \275,000 群⾺県 \70,000 岡⼭県 \255,000

秋⽥県 \255,000 新潟県 \80,000 広島県 \275,000
岩⼿県 \245,000 ⻑野県 \90,000 ⼭⼝県 \350,000
宮城県 \140,000 静岡県 \90,000 ⿃取県 \275,000
⼭形県 \170,000 愛知県 \110,000 島根県 \290,000
福島県 \100,000 岐⾩県 \125,000 ⾹川県 \255,000
茨城県 \60,000 三重県 \130,000 徳島県 \255,000
栃⽊県 \70,000 富⼭県 \160,000 愛媛県 \275,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市 \30,000 ⽯川県 \180,000 ⾼知県 \285,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市以外 \40,000 福井県 \190,000 福岡県 \385,000
東京23区、三鷹市、武蔵野市 \15,000

※通常時間帯（05：00〜21：55）

東京23区、三鷹市、武蔵野市 \18,000

※深夜早朝時間帯（22：00〜04：55）

東京23区、三鷹市、武蔵野市以外 \25,000

神奈川県横浜市、川崎市 \20,000

神奈川県横浜市、川崎市以外 \35,000

⼭梨県 \50,000

⽻⽥空港送迎特別プラン ⽻⽥空港送迎特別プラン

出発地 到着地 料⾦ 出発地 到着地 料⾦
⻘森県 \275,000 岡⼭県 \255,000
秋⽥県 \255,000 広島県 \275,000
岩⼿県 \245,000 ⼭⼝県 \350,000
宮城県 \140,000 ⿃取県 \275,000
⼭形県 \170,000 島根県 \290,000
福島県 \100,000 ⾹川県 \255,000
茨城県 \60,000 徳島県 \255,000
栃⽊県 \70,000 愛媛県 \275,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市 \30,000 ⾼知県 \285,000
埼⽟県川⼝市、さいたま市以外 \40,000 福岡県 \385,000

※通常時間帯（05：00〜21：55）

※深夜早朝時間帯（22：00〜04：55）

⽻⽥空港送迎特別プラン

出発地 到着地 料⾦
群⾺県 \70,000
新潟県 \80,000
⻑野県 \90,000
静岡県 \90,000
愛知県 \110,000
岐⾩県 \125,000
三重県 \130,000
富⼭県 \160,000
⽯川県 \180,000
福井県 \190,000

宮崎県
⿅児島県

東京23区、三鷹市、武蔵野市 佐賀県
⻑崎県
⼤分県
熊本県

成⽥空港

\255,000

滋賀県 \425,000
\425,000
\425,000
\445,000
\455,000
\475,000

成⽥空港

\170,000
\190,000
\215,000
\235,000

\30,000

東京23区、三鷹市、武蔵野市 \36,000

東京23区、三鷹市、武蔵野市以外 \45,000
神奈川県横浜市、川崎市 \40,000
神奈川県横浜市、川崎市以外 \50,000
⼭梨県 \60,000

成⽥空港発の料⾦表（1台あたり、税込、⾼速代込）

兵庫県
和歌⼭県

\255,000

奈良県
京都府
⼤阪府

成⽥空港
東京23区、三鷹市、武蔵野市 \30,000

\36,000

東京23区、三鷹市、武蔵野市以外 \45,000

神奈川県横浜市、川崎市 \40,000

神奈川県横浜市、川崎市以外 \50,000

⼭梨県 \60,000

東京23区、三鷹市、武蔵野市

⼤阪府 \225,000 熊本県 \435,000

京都府 \205,000 ⼤分県 \415,000

⽻⽥空港 ⽻⽥空港滋賀県 \160,000 佐賀県 \415,000

奈良県 \180,000 ⻑崎県 \415,000

兵庫県 \245,000 宮崎県 \445,000

和歌⼭県 \245,000 ⿅児島県 \465,000

佐賀県

\445,000
\455,000
\475,000

成⽥空港 滋賀県 \170,000

奈良県 \190,000

京都府 \215,000

⼤阪府 \235,000

兵庫県 \255,000

和歌⼭県

⽻⽥空港
東京23区、三鷹市、武蔵野市 \15,000

東京23区、三鷹市、武蔵野市 \18,000

東京23区、三鷹市、武蔵野市以外 \25,000

神奈川県横浜市、川崎市 \20,000

神奈川県横浜市、川崎市以外 \35,000

⼭梨県 \50,000

⽻⽥空港 滋賀県 \160,000

奈良県 \180,000

京都府 \205,000

⼤阪府 \225,000

兵庫県 \245,000

和歌⼭県 \245,000

⻑崎県 \425,000
⼤分県 \425,000

⽻⽥空港 佐賀県 \415,000

⻑崎県 \415,000

⼤分県 \415,000

熊本県 \435,000

宮崎県 \445,000

⿅児島県 \465,000

\255,000

熊本県
宮崎県
⿅児島県

成⽥空港

\425,000

成⽥空港


