
 

  

 

 

 

 

 

 

令和元年

各種手数料
 

カード発行手数料

年会費

ＥＴＣコーポレートカード

ＵＣ ＥＴＣ
 

高速道路の通行料金

い合わせ窓口にてご確認ください。
 

【ホームページ

西日本

本州四国連絡高速道路

阪神高速道路

首都高速道路
 

【電話お問い合わせ窓口】

 NEXCO

 JB 本四高速お客様窓口

 阪神高速お客さまセンター

 首都高お客様センター

 

 

 

 道路法及び車両制限令で

限値）を定めて

致します。なお、

停止処分が科され
 

    ※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

組合発行のカードに

ホームページへアクセスしてダウンロードできます

https://www.toko

消費税率

令和元年 10 月 1

各種手数料が変わります。

発行手数料

年会費 

コーポレートカード

ＥＴＣカード 

高速道路の通行料金

い合わせ窓口にてご確認ください。

ホームページ】 

西日本高速道路 

本州四国連絡高速道路

阪神高速道路 

首都高速道路 

【電話お問い合わせ窓口】

NEXCO 西日本お客さまセンター

本四高速お客様窓口

阪神高速お客さまセンター

首都高お客様センター

道路法及び車両制限令で

限値）を定めております。運行管理者様におかれましては運転手の方へ

致します。なお、違反を繰り

が科され、

車両の諸

幅 

長さ 

高さ 

総重量

軸重 

最小回転半径

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

のカードに関する

ホームページへアクセスしてダウンロードできます

https://www.toko-
kumiai6796

消費税率改定に伴い

1 日より消費税率が

が変わります。 

発行手数料 

コーポレートカード 

 

高速道路の通行料金変更につきましては、

い合わせ窓口にてご確認ください。

 

  

本州四国連絡高速道路 

  

  

【電話お問い合わせ窓口】 

西日本お客さまセンター

本四高速お客様窓口 

阪神高速お客さまセンター

首都高お客様センター 

車両制限令の

道路法及び車両制限令では、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

おります。運行管理者様におかれましては運転手の方へ

違反を繰り返し行うと

、組合も脱退して頂くことになりますので

諸元 

2.5

 12

 3.8

総重量 20

 10

最小回転半径 12

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

する各種申請書類

ホームページへアクセスしてダウンロードできます

-alliance.net/union/
kumiai6796

に伴い各種手数料

消費税率が 10%

現行料金

令和元年

６１７

５４０

につきましては、

い合わせ窓口にてご確認ください。 

 https://search.w
 https://www.jb

 https://www.hanshin
 https://www.shutoko.jp/

 

西日本お客さまセンター 0120
  078

阪神高速お客さまセンター  06
  03

車両制限令の違反にご注意ください

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

おります。運行管理者様におかれましては運転手の方へ

返し行うと

組合も脱退して頂くことになりますので

2.5 メートル

12 メートル 

3.8 メートル（高さ指定道路は

20 トン（高速自動車道又は重さ指定道路は

10 トン 

12 メートル 

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

各種申請書類は 

ホームページへアクセスしてダウンロードできます 

alliance.net/union/

各種手数料および

10%に引き上げられることに伴い、

現行料金（税込）

令和元年 9 月 30 日

６１７円 

５４０円 

につきましては、高速道路各社のチラシ、ホームページ、お問

https://search.w
https://www.jb-
https://www.hanshin
https://www.shutoko.jp/

0120-924
078-291-
06-6576-
03-6667-

違反にご注意ください

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

おります。運行管理者様におかれましては運転手の方へ

返し行うと道路会社より

組合も脱退して頂くことになりますので

一般的制限値

メートル 

 

メートル（高さ指定道路は

トン（高速自動車道又は重さ指定道路は

 

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

 

alliance.net/union/ 

および通行料金が変わります

に引き上げられることに伴い、

） 

日まで 

高速道路各社のチラシ、ホームページ、お問

https://search.w-nexco.co.jp/
-honshi.co.jp/

https://www.hanshin-exp.co.jp/
https://www.shutoko.jp/

924-863（年中無休・

-1033（9:00

-1484（年中無休・

-5855（年中無休・

違反にご注意ください

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

おります。運行管理者様におかれましては運転手の方へ

道路会社より違反者講習への参加や

組合も脱退して頂くことになりますので

一般的制限値(最高限度

メートル（高さ指定道路は 4.1

トン（高速自動車道又は重さ指定道路は

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。

令和元年

通行料金が変わります

に引き上げられることに伴い、

新

令和元年

高速道路各社のチラシ、ホームページ、お問

nexco.co.jp/ 
honshi.co.jp/ 

exp.co.jp/ 
https://www.shutoko.jp/ 

（年中無休・24

9:00～17:30

（年中無休・24

（年中無休・24

違反にご注意ください！ 

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

おります。運行管理者様におかれましては運転手の方へ

違反者講習への参加や

組合も脱退して頂くことになりますのでご注意ください。

最高限度) 

4.1 メートル）

トン（高速自動車道又は重さ指定道路は 25

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。 

年９月 

通行料金が変わります

に引き上げられることに伴い、ETC

新料金（税込

令和元年 10 月 1

６２９円 

５５０円 

高速道路各社のチラシ、ホームページ、お問

 

24 時間）

17:30） 

24 時間）

24 時間）

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

おります。運行管理者様におかれましては運転手の方へ周知徹底をお願い

違反者講習への参加やカードの利用

ご注意ください。 

メートル） 

25 トン）※ 

通行料金が変わります 

ETC カードの

税込） 

1 日から 

 

 

高速道路各社のチラシ、ホームページ、お問

時間） 

時間） 

時間） 

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

周知徹底をお願い

カードの利用

 

 

カードの

高速道路各社のチラシ、ホームページ、お問

は、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

周知徹底をお願い

カードの利用



 

 

 

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

 

 

 
本組合では

社より料金

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。
 

 
毎日何気

大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。

メーカー 

ｷﾔﾉﾝ 

 

 

 

 

富士通

2d@z4  

 

  

○ 送料・回収費はすべて無料です。
○ 上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。
 

発行／東高アライアンス協同組合

WEB サイトでも情報を発信しております

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

では、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、

社より料金がお安くなる

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

毎日何気なく

大きな差額になります

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。

カートリッジ名

EP-62

EP-66

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 303

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 505

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 509

LB311B

ｉＥＰ-82BKLB314B

ｉＥＰ-82(Y/M/C)LB315B

 LB317B

LPA3ETC2
送料・回収費はすべて無料です。

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

東高アライアンス協同組合

サイトでも情報を発信しております

優良運転手さんに記念品の贈呈

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

電気料金の削減を無料でお見積り！

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、

安くなる事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

なく使っている

になります。ご

リサイクルトナーで経費節減を！

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。

カートリッジ名 

62 

66 

303 

505 

509 

LB311B 

82BK LB314B 

82(Y/M/C) LB315B 

LB317B 

LPA3ETC2 
送料・回収費はすべて無料です。

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

東高アライアンス協同組合 岡山市

サイトでも情報を発信しております

見積り

優良運転手さんに記念品の贈呈

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

電気料金の削減を無料でお見積り！

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

っている電気ですが

ご相談のみで

リサイクルトナーで経費節減を！

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。

純正品 

定価 

リサイクル

価格

40,000 4,

40,000 

 
6,

7,800 3,900

40,000 7,

44,000 6,

40,000 5,

45,000 7,

40,000 5,

40,000 6,

送料・回収費はすべて無料です。 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

岡山市北区今 8

サイトでも情報を発信しております ⇒ http

見積り 

無料 

 

優良運転手さんに記念品の贈呈

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

電気料金の削減を無料でお見積り！

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

ですが、一度見直すだけで

でも承りますので

リサイクルトナーで経費節減を！

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。

リサイクル

価格 
メーカー

,700 リコー

RICOH,200  

3,900  

,300 ｴﾌﾟｿﾝ

,400 ｾﾞﾛｯｸｽ

ゼロッ,600 日立 

 ,100 カシオ

,900 NEC 

,700 IBM 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

8 丁目 2 番 16

https://www.toko

手続き

優良運転手さんに記念品の贈呈

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

電気料金の削減を無料でお見積り！

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

すだけで 10

りますので、ぜひ

リサイクルトナーで経費節減を！

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。

メーカー カートリッジ名

リコー

RICOH 
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ

 ﾘﾌｧｯｸｽﾄﾅｰﾀｲﾌﾟ

ｴﾌﾟｿﾝ 

ｾﾞﾛｯｸｽ

ゼロッ 

カシオ 

 

 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

16 号 TEL(086

://www.toko-alliance.

手続き 

簡単 

優良運転手さんに記念品の贈呈 

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。 

電気料金の削減を無料でお見積り！ 

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

10 年、20 年と

ぜひお問い合わせください

リサイクルトナーで経費節減を！ 

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。
《リサイクル価格はすべて税込価格です。》

カートリッジ名 

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ 85B

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ700B

ﾘﾌｧｯｸｽﾄﾅｰﾀｲﾌﾟ5 

各種あります

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

086)243-6796

alliance.net 

工事費

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

 

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、従来の

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

ので、安心しておまかせください。お見積り後の勧誘等は一切ありません。 

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

と長く使うほど

わせください

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

まだご利用されていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。 
《リサイクル価格はすべて税込価格です。》

純正品 

定価 

B 48,000 

B 44,000 

 16,800 

 

 

各種あります 

 

 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

6796 FAX(086)246

 

工事費 

０円 

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

従来の電力会

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。

うほど 

わせください。 

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。 

《リサイクル価格はすべて税込価格です。》

 

 

リサイクル

価格 

 7,200 

 6,700 

 6,300 

 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。 

246-1139 

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

電力会

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行います

「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでもしてみたい」というご依頼も歓迎です。 

 

《リサイクル価格はすべて税込価格です。》 


