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報道関係各位  

2021 年 7 月 16 日 

中日本高速道路株式会社 

名古屋高速道路公社 

 

NEXCO 中日本と名古屋高速道路公社は、より多くの方に ETC または ETC2.0 をご利用いただくために、2021 年

4 月 1 日（木）より実施している「中京圏 ETC2.0 車載器購入助成キャンペーン」を 8 月１日からは「中京圏

ETC/ETC2.0 車載器購入助成キャンペーン」としてキャンペーンを 2021 年 12 月 26 日（日）まで実施いたします。 

また、8 月１日からは新たに ETC 車載器も助成対象（キャンペーン①のみ対象）になります。 

この機会に、ぜひ便利な ETC または ETC2.0 車載器（新セキュリティ対応）を購入していただき、高速道路をより

安全にそして快適にご利用ください。 

 

■キャンペーン期間（延長後） 

2021 年 4 月 1 日（木） ～ 12 月 26 日（日） 
 ETC 車載器（新セキュリティ対応）購入費用の助成は 8 月 1 日受付分から対象になります。 

 

■キャンペーン内容（拡大後） 

キャンペーン① ： ETC または ETC2.0 車載器（新セキュリティ対応）購入費用を最大 10,000 円助成 

キャンペーン期間中、キャンペーン対象の条件を満たす全てのお申し込みが対象となります。 

予定台数はキャンペーン期間中 5 万台を予定しております。 

期間内で予定台数に到達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がございます。 

 

キャンペーン② ： QUO カード 10,000 円分をプレゼント 
キャンペーン期間中、 先着 10,000 名様 が対象となります。 

 

■キャンペーン対象 

キャンペーン① ： キャンペーン期間中に、愛知･岐阜･三重県内のキャンペーン取扱店舗で指定の助成申込書 

に必要事項をご記入のうえ、ETC または ETC2.0 車載器未設置の車両に新たに ETC または

ETC2.0 車載器（新セキュリティ対応）の購入・セットアップ・取り付けをされた方 

※ETC 車載器からの ETC2.0 車載器への付け替えは対象となります。 

キャンペーン② ： キャンペーン①対象の方のうち、ETC または ETC2.0 車載器未設置の車両へ ETC2.0 車載器

（新セキュリティ対応）を取り付けされ、WEB アンケートにお答えいただいた方 

※ETC 車載器を取り付けされた方は対象外となります。 

 

※ ETC または ETC2.0 車載器（新セキュリティ対応） 

・・・ お客さまの ETC 決済情報を将来にわたり安全に保護するために、将来実施が予定されているセキュリティ規格 

の変更に対応した ETC または ETC2.0 車載器です。 

※ お一人の方が複数台の ETC または ETC2.0 車載器の購入・セットアップ・取り付けをされた場合も対象となります。 

※ 今回の車載器購入助成キャンペーンの適用は、車両 1 台あたり 1 回限りです。 

※ 新規に購入された ETC または ETC2.0 車載器が新車への標準装備である場合、ETC または ETC2.0 車載器価格が

車両価格と分離されるものが対象となります。  

※ キャンペーン期間以前に購入された ETC または ETC2.0 車載器は対象外です。  

※ 再セットアップまたは旧セキュリティの ETC または ETC2.0 車載器は対象外です。 

※ 他の ETC 車載器購入助成を受けられた車両は対象外です。 

  

「中京圏 ETC2.0 車載器購入助成キャンペーン」を延長・拡大します 
2021 年 12 月 26 日（日）まで。ETC2.0 車載器に加えて ETC 車載器も助成対象に。 
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■キャンペーン応募方法 

キャンペーン① ： キャンペーン期間中に、キャンペーン取扱店舗で「中京圏 ETC/ETC2.0 車載器購入助成キャ

ンペーン申込書」に必要事項をご記入のうえ、ETC または ETC2.0 車載器未設置の車両に新

たに ETC または ETC2.0 車載器（新セキュリティ対応）の購入・セットアップ・取り付けをおこな

っていただき、キャンペーンの対象となることが確認できた場合に、ETC または ETC2.0 車載

器（新セキュリティ対応）の購入費用を最大 10,000 円助成します。 

キャンペーン② ： ETC または ETC2.0 車載器未設置の車両へ ETC2.0 車載器（新セキュリティ対応）を取り付け

され方のうちキャンペーン①の手続き完了後、下記のキャンペーン WEB サイトからアンケート

へのご回答が確認できた場合に、QUO カード 10,000 円分をお送りいたします。 

※本キャンペーンの取扱店舗は、下記のキャンペーン WEB サイトでご確認ください。 

 

■変更点 

 

■中京圏 ETC/ETC2.0 車載器購入助成キャンペーン WEB サイト 

（URL） https://www.chukyo-etc2josei.jp 

 

■お問い合わせ先 

中京圏 ETC/ETC2.0 車載器購入助成キャンペーン 事務局 

TEL 03-3541-4223 

受付時間 9:30～17:00（土・日・祝日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

 変更前 変更後 

キャンペーン期間 2021 年 4月 1日（木）～7月 31日（土） 2021 年 4月 1日（木）～12 月 26 日（日） 

キャンペーン① 

対象 

ETC2.0 車載器 

 

ETC または ETC2.0 車載器 

※ETC 車載器は 8 月１日受付分から対象 

キャンペーン① 

条件 

 

 

ETC または ETC2.0 車載器からの ETC 車載

器への付け替えは対象外 

キャンペーン① 

予定数量 

 助成台数はキャンペーン期間中、50,000

台予定 

キャンペーン② 

数量 

毎月 2,500 名様 （計 10,000 名様） 先着 10,000 名様 

キャンペーン② 

対象者 

 ETC 車載器を取り付けされた方は対象外 


