
道路名 ＳＡＰＡ
戦国武
将陣営

店舗名 特典サービス

東西逸品こみち 1,500円以上で150円引き

ラーメン専門店 ザボン 麺大盛無料サービス

Hakone Bakery -Select- クリーム入りマスクメロンパン￥280の￥50割引

富士山の国 らーめんたいざん 大盛り無料サービス

頑固市場 1,500円以上のお買い上げ+観光施設半券のご提示で、頑固市場発行のスタンプカードに、スタンプ１個押印します

日本一 105円以内の合計10本ご購入の方に1本サービス（ヒナ・ヒナネギ・レバー・モモ・モモネギ）

道頓堀くくる 8個お買い上げのお客様にプラス2個サービス

LONCAFE 会計5％OFF

そばとうどんの店　海老名庵 お好きなドリンク無料サービス

海鮮丼　がってん寿司 お好きなドリンク無料サービス

M1プレート ライス大盛り又は味噌汁一杯サービス

カフェリシオ ブレンドコーヒー(レギュラー）のプレゼント

ベーカリー 海老名メロンパンのプレゼント

こめらく　本日、おむすび日和。 お茶漬け4種類を50円引き

カルビーキッチン じゃがりこのフタをプレゼント

ロータスガーデン 毎日先着100名様ドリンクバーサービス

足柄ショッピング倶楽部 毎日先着100名様冷蔵商品購入者【保冷剤】プレゼント

御厨亭 毎日先着100名様【半熟たまご】サービス

創彩麺家　野の実 商品お買上げでドリンク1杯サービス

足柄麺宿 麺大盛り無料サービス

しいのわっぱや 商品お買上げでキャラメル1個プレゼント

おめでたい焼き本舗 お好きなたい焼き20円引き

いでぼく ソフトクリーム若しくはクレープお買い上げのお客さまに試飲カップで牛乳プレゼント

ローソン マチカフェ　ブレンドコーヒーＳサイズｏｒアイスコーヒーＳサイズどちらかプレゼント

レストラン時之栖 「おでん定食」ご注文のお客さまにおでん1本追加サービス

中華万里 ラーメン（単品）ご注文で煮玉子半玉サービス

ショッピングプラザ 『グランビスタの水』一本プレゼント

富士見茶屋 富士宮焼きそば210g⇒250ｇ増量

シュガーマウンテン 金太郎相撲ソフト一巻増量

足柄麺宿 麺大盛り無料サービス

らぽっぽ 10％ＯＦＦ

くくる 10％ＯＦＦ

わっぱや 商品お買上げでドリンク1本プレゼント

足柄マルシェ 2,000円以上お買上げで10％ＯＦＦ

頑固市場 1,000円以上お買上げで粗品プレゼント（なくなり次第終了）

IPPUDO RAMEN EXPRESS お食事ご注文のお客様にドリンクSサイズサービス

ジャポニカ お食事ご注文のお客様にドリンクSサイズサービス

渡辺製麺 お食事ご注文のお客様にドリンクSサイズサービス

Motomachi Coffee & Bread パンお買上げのお客様にコーヒーまたは紅茶１杯サービス

うるおいてい やきそばお買上げのお客様に黒ウーロン茶または目玉焼きトッピングサービス

ＭＩプラザ 2,000円以上お買上げで粗品プレゼント（なくなり次第終了）

Fuji ＆ Sun's 1,000円以上お買上げでサービスサイズのフジスカイビューキャンディープレゼント（なくなり次第終了）

Café de mori-kun 1,000円以上お買上げで焼き菓子プレゼント（なくなり次第終了）

Café　de　mori-kun　STAND 観覧車セットお買上げで焼き菓子プレゼント（なくなり次第終了）

日近商店 2,000円以上お買上げで10％割引

スーベニア 2,000円以上お買上げでサービスサイズの富士山キャンディープレゼント（なくなり次第終了）

フードコート 磯の香り 潮かつおうどん（730円）をご注文のお客様にミニカットケーキをサービス

ベーカリー プレミアム生ソフトクリーム（500円）を150円引きの350円で販売

レストラン 駿河湾丼（1,300円）ご注文のお客様にソフトドリンク１杯サービス

北条 氏政

今川 義元

海老名SA 上り線

海老名SA 下り線

足柄SA 上り線

足柄SA 下り線

富士川SA 上り線

富士川SA 下り線

東名高速道路

東名高速道路



道路名 ＳＡＰＡ
戦国武
将陣営

店舗名 特典サービス

ロコファーム 税抜2,000円以上お買上の方にひのき泥岩石30ｇをプレゼント

SEA-SIDE・BURGER KITCHEN
抹茶ソフト（ミニ）試食サービス
※バーガードリンクセットまたはバーガーポテトセットをご注文の方に限る

サマサ水産 丼（ミニ丼除く）をご注文の方へシャリ大盛りサービスミニ丼をご注文の方へ味噌汁１杯サービス

ＭＵＣＣＡ　ＶＡＣＣＡ 牛乳増量サービス　※牛乳３種のうちいずれかをご注文のお客様に限る（ホルス・ジャージー・ブラウンいずれか）

三八 割引サービス　（富士宮やきそば540円⇒490円）

ＴＯＲＩ－ＺＥＮ から揚げ１個増量サービス　※唐揚げをご注文のお客様に限る

ベルベ 5%ＯＦＦ

ミニストップ フェアトレードコーヒー（ホット・アイス）20円引き

かもめの台所 定食ご飯大盛り　※定食メニューをご注文のお客様に限る

駿河庵 天ぷら１品サービス※そばまたはうどんをご注文のお客様に限る※かきあげは対象外

一滴家 半ライス１品サービス　※ラーメンをご注文のお客様に限る

天神屋 黒はんぺんおでん１本サービス　※おでん5本お買上げのお客さまに限る

ＰＥＴ ＰＡＲＡＤＩＳＥ＜ＳＨＯＰ＞ 粗品プレゼント　※5,000円以上お買上のお客さまに限る

ＰＥＴ ＰＡＲＡＤＩＳＥ＜Ｃａｆｅ＞ コーヒー１杯サービス　※ｶﾌｪ1,000円以上のご利用のお客さまに限る

レストランソラノテラス 観光施設半券１枚につき珈琲１杯サービス※ソラノテラスでお食事のお客さまに限る

ＴＳＵＴＡＹＡ Ｔポイント5倍

ロコマルシェ 2,000円（税抜）以上お買上の方にたまごや特製カップシュー（4個入）1個プレゼント

ミニストップ フェアトレードコーヒー（アイスまたはホット）20円引き

麺屋　道神 駿河湾産釜揚げしらすと高菜ご飯１膳サービス　※道神ラーメンまたはつけ麺をご注文のお客様に限る

かき揚げ蕎麦酒井 ミニ駿河丼1膳サービス　※そばまたはうどんご注文のお客様に限る

するが食堂 ４種類の中からトッピング１つサービス　※丼物または定食をご注文のお客様に限る

上島珈琲店 丹那牛乳ソフトご試食サービス　※ドリンク各種をご注文のお客様に限る１枚につき１つ

しおや ソフトクリーム１つサービス　※１枚につき１名様のみ

ドライバーズ・スポット　天神屋 黒はんぺんおでん1本無料サービス※おでん5本以上お買い上げのお客様に限る

駿河Ｂａｋｅｒｙ＆Ｃａｆｅ 各種ドリンク50円引き　※対象外あり

鉄板焼　鐡一 半券ご提示で富士山焼きそば50円引き

PIZZA-LA　EXPRESS 半券ご提示でドリンク10％OFF

宮武讃岐製麺所 半券ご提示でちくわ天50円引き

大かまど飯丼ぶり寅福 半券ご提示でご飯大盛りサービス

らーめん華菜樓 半券ご提示で煮玉子50円引き

明洞食堂 半券ご提示でご飯大盛りサービス

ロンカフェ 半券ご提示で5％OFF

KUSHITANI　PERFORMANCE　STORE ご飯大盛無料サービス　※お会計時に半券提示のお客さまに限る(後から提示では受付不可)

ミニストップ 半券ご提示でフェアトレードコーヒー（ホット・アイス200円）20円引き

グラニフ 2,000円以上お買上げでグラニフスタンプカードスタンプを＋１つプレゼント（通常２千円で１スタンプ）

KUSHITANI　CAFÉ 半券ご提示でドリンクご注文の方ポンデケージョ（プレーン）１個サービス

IPPUDO　RAMEN　EXPRESS IPPUDO RAMEN EXPRESSでラーメンご注文のお客さまにトッピング（100円の商品）１つサービス

つるこし つるこしでメニューご注文の客さまにペットボトル１本お茶サービス

焼津丸 焼津丸でメニューご注文のお客さまにペットボトル１本お茶サービス

とんかつ新宿さぼてん さぼてんでメニューご注文のお客さまにペットボトル１本お茶サービス

西安餃子 西安餃子でメニューご注文のお客さまにペットボトル１本お茶サービス

TULLY'S COFFEE タリーズコーヒーでドリンクご注文のお客さまドリンク各種３０円引き

らくのうFactory らくのうFactoryでソフトクリーム類をご注文のお客さまに牧場ソフトクリーム１巻増量サービス

海老寿屋 海老寿屋で税込50０円以上お買上げでドリンクサービス（通常 単品税込１50円食べ物とセットで税込100円）

KushikomA KushikomAでメニューご注文のお客さま全品5%割引

しずおかマルシェ
しずマルキッチン商品のコーヒーご注文のお客さまに、しずマルキッチンのコーヒーMサイズ（ホット・アイスのみ）税込
100円で提供

デイリーヤマザキ
デイリーヤマザキの税込１,０００円以上お買上げのレシート（当日発行のレシートのみ対象）持参でコーヒー１杯（ホッ
ト・アイス）サービス

ドライバーズ・スポット　天神屋 ドラーバーズ・スポット天神屋でお買い上げのお客さまに「おでん」１本サービス（税込１２０円相当）

駿河丸
駿河丸で税込1,000円以上の丼注文のお客さまにドリンクサービス（通常 単品税込150円、メニューとセットで税込100
円）

炙ラーメン明 炙りラーメン明で「炙り豚バラチャーシューメン」ご注文で、ライス一杯サービス（税込１50円相当）

欽太郎うどん 欽太郎うどんで、うどんまたはそばのご注文で、「えびの天ぷら」１尾サービス（税込180円相当）

PAOPAO パオパオハイウェイで税込１,50０円以上お買い上げのお客さまに揚げシューマイ１本プレゼント（税込230円相当）

明治屋食堂 明治屋食堂で丼メニューご注文のお客さまに大盛りサービス（税込100円相当）

ANDERSEN アンデルセンで税込756円以上お買い上げで、デニッシュハート（シュガー）を1個プレゼント（税込140円相当）

しずおかマルシェ
しずマルキッチン商品のコーヒーご注文のお客さまに、しずマルキッチンのコーヒーMサイズ（ホット・アイスのみ）税込
100円で提供

富士山高原いでぼく 富士山高原いでぼくでソフトまたはクレープお買上げで試飲カップで牛乳プレゼント

鶏膳 鶏膳で唐揚げお買上げで50円割引

しおや しおやでフライドポテトご注文のお客さまに、フライドポテト増量サービス（税込100円相当分）

デイリーヤマザキ
デイリーヤマザキの税込１,０００円以上お買上げのレシート（当日発行のレシートのみ対象）持参でコーヒー１杯（ホッ
ト・アイス）サービス

ドライバーズ・スポット　天神屋 ドラーバーズ・スポット天神屋でお買い上げのお客さまに「おでん」１本サービス（税込１２０円相当）

静岡SA 下り線

今川 義元

徳川　家康

駿河湾沼津SA 上り線

駿河湾沼津SA 下り線

清水PA 集約

静岡SA 上り線

新東名高速道路

新東名高速道路



道路名 ＳＡＰＡ
戦国武
将陣営

店舗名 特典サービス

かごの屋 お食事をされた方コーヒー１杯サービス

大正庵釜春 野菜天ぷら2品増量

岡崎農場 お食事をご注文頂いた方お好きな小鉢を1品無料

伊藤和四五郎商店 丼物をご注文された方ドリンク1杯サービス

長篠設楽原PA　上り線 フードコート ソフトクリーム30円引き

長篠設楽原PA　下り線 テイクアウトコーナー ソフトクリーム350円のものを50円引き

牧之原SA 上り線 スーベニア 静岡ご当地コーラまたは、サイダーを１本プレゼント

レストラン 半券提示　牧之原茶（ティーパック２袋）プレゼント（11：00～20：00）

フードコート 半券提示　牧之原茶（ティーパック２袋）プレゼント

上郷SA 下り線 スーベニア コーヒー120円・アイスコーヒー130円を100円で割引販売

湖の見えるレストラン お食事の方に1ドリンク　サービス

浜名亭 お食事の方に1ドリンク　サービス

肉つけうどん＆丼ぶり　はまきた食堂 生卵または温泉玉子1個無料サービス
※はまきた食堂でお買い上げのお客さまに限る
※なくなり次第終了

焼きスパ＆カレー　バルボア ドリンク1杯無料サービス(タピオカドリンク除く)
※バルボアでお食事のお客さまに限る

陳建一監修　中華の鉄人 温泉玉子1個無料サービス
※中華の鉄人でお食事のお客さまに限る
※なくなり次第終了

石松ぎょうざ ご飯大盛り無料サービス（並の2倍）

上島珈琲店 季節限定コーヒー50円引き

遠鉄マルシェ お茶(500ml　ペットボトル)1本プレゼント※1,080円(税込)以上お買い上げのお客さまに限る

Ｐｅｃｏｌｉｔａ 全品30円引き
※フード・ドリンクを除く

たこぽん ドリンク1杯無料サービス
※たこ焼きお買い上げのお客さまに限る

サンエトワール お会計から5%OFF

ミニストップ コーヒー(HOT・ICE])20円引き

ドライバーズ・スポット　天神屋 おでん1本無料サービス
※おでん5本以上お買い上げのお客様に限る

浜松餃子とラーメン浜北軒 麺大盛無料サービス※食券お渡し時に観光施設半券を提示のお客さまに限る(後から提示では受付不可)

うな濱 ご飯大盛無料サービス※食券お渡し時に観光施設半券を提示のお客さまに限る(後から提示では受付不可)

自家製麺うどん　天つるり 麺大盛無料サービス※食券お渡し時に観光施設半券を提示のお客さまに限る(後から提示では受付不可)

ステーキの店
　黒煉瓦

ご飯大盛無料サービス※食券お渡し時に観光施設半券を提示のお客さまに限る(後から提示では受付不可)

とん楽 ご飯大盛無料サービス※食券お渡し時に観光施設半券を提示のお客さまに限る(後から提示では受付不可)

ごっつええ本舗 ドリンク1杯無料サービス
※たこ焼き(8個入以上)お買い上げのお客さまに限る

カフェ・ド・クリエ 1サイズアップもしくはトッピングホイップ無料サービス
※ドリンクお買い上げのお客様に限る

遠鉄マルシェ お茶(500ml　ペットボトル)1本プレゼント　※1,080円(税込)以上お買い上げのお客さまに限る

浜松ぬくもりの森 ソフトクリーム全品３０円引き

ハースブラウン お会計から5%OFF

ミニストップ コーヒー(HOT・ICE)20円引き

ドライバーズ・スポット　天神屋 おでん1本無料サービス
※おでん5本以上お買い上げのお客様に限る


レストラン美濃三昧 ドリンク無料サービス（※半券１枚に１杯）

スーベニア 1,000円以上お買上げで戦国クリアファイルプレゼント

養老たません ソフトクリーム50円割引

水野精肉店 ソフトクリーム50円割引

関SA 上り線 レストラン レストランにて飲食された方、ドリンクとデザート無料

フードコート（美濃路キッチン） 半券提示1枚につき「ソフトクリーム１本サービス」数量制限無し

しょっぴんぐ花神輿 半券提示で「信長の抹茶ごま餅」56円割引(756円→700円）

テイクアウト（食べ長良） 半券提示1枚につき「通常100円コーヒーを半額の50円で提供」

レストラン（篝火の郷） お食事されたお客様で半券提示1枚につき「ドリンクバーサービス1名様」

多賀SA 上り線 でり家 セルフコーヒー100円で販売　（現行120円販売中）

多賀麺宿 うどん大盛り無料サービス

近江多賀亭 コーヒー（ドリンク）無料サービス

賤ヶ岳SA 上り線 あずき茶屋 伊吹牛乳ソフトクリーム50円割引（350円→300円）ご提示のお客様1名まで7：00～19：00

賤ヶ岳SA 下り線 フードコート 1,000円以上お食事のお客様に100円ドリンクサービス（ご提示のお客様１名まで）

フードコート お会計の際半券提示してじゃんけん、勝ったら500円値引き券をプレゼント値引き券は次のお会計から使用可

ベーカリー お会計の際半券提示してじゃんけん、勝ったら500円値引き券をプレゼント値引き券は次のお会計から使用可

屋台 お会計の際半券提示してじゃんけん、勝ったら500円値引き券をプレゼント値引き券は次のお会計から使用可

夕照の里 ご注文の際、半券提示でコーヒーを半額（200円）でご提供

恵那峡SA 下り線 スーベニア スーベニアで1,000円以上お買い上げの際に半券提示でカップコーヒー（120円）サービス

駒ケ岳SA 上り線 レストラン岳楽彩 食事のお客様へコーヒーサービス

駒ケ岳SA 下り線 レストラン レストランでお食事をした方にドリンク１杯サービス（半券１枚につき　１杯サービス）

石田　三成

豊臣　秀吉

多賀SA 下り線

恵那峡SA 上り線

井伊 直虎

浜名湖SA 集約

浜松SA 上り線

浜松SA 下り線

織田　信長

養老SA 上り線

養老SA 下り線

長良川SA 下り線

岡崎SA　集約

徳川　家康牧之原SA 下り線

徳川　家康

名神高速道路

東名高速道路

新東名高速道路

東名高速道路

新東名高速道路

中央自動車道

北陸自動車道

名神高速道路

東海北陸自動車道



道路名 ＳＡＰＡ
戦国武
将陣営

店舗名 特典サービス

開花屋 メニューご注文で、ごはん小無料サービス

グリル＆カレー　カキヤス ご飯大盛り無料サービス

彦兵衛 メニューご注文で、「刀グッズ」プレゼント！！

味蔵 メニューご注文で、「刀グッズ」プレゼント！！

宮きしめん 麺大盛り無料サービス

山本屋本店 各種味噌煮込うどんご注文の方に限り「九条ネギ」トッピング無料サービス

吉平らーめん からあげ2個無料サービス

とんとん食堂 とんてき丼100円引き

鶏三和 メニューご注文で、ソフトドリンク無料サービス

安濃SA 上り線 安濃横丁 コーヒー無料サービス（2名様分）

ロッソマート コーヒー100円割引券プレゼント

ブレッドジャンクション 1,000円以上お買上げの方にブレンドコーヒー1杯プレゼント

レストラン 半券提示でご利用のお客様にコーヒーサービス

ベーカリー 半券提示で500円以上お買上げでホットコーヒーＭサイズをサービス

談合坂SA 下り線
ショップ（メゾン・ドゥ・ヴィラージュ、ピアー
チェ）

半券提示で500円以上お買上げで、ミニ缶飲料を進呈

双葉SA 上り線 レストラン 半券提示で缶のお茶1本サービス

双葉SA 下り線 フードコート 半券提示でソフトクリーム100円割引サービス

レストラン 半券提示でお食事のお客様にコーヒー（ホット・アイス）無料サービス

信州グルメ工房（テイクアウト） 半券提示でソフトクリーム50円割引サービス

諏訪湖SA 下り線 フードコート 半券提示でソフトクリーム50円割引サービス

梓川SA 上り線 れすとらん梓川 半券提示でお食事のお客様にドリンクバー無料サービス

梓川SA 下り線 レストランあづみ野 半券提示でお食事のお客様にドリンクバー無料サービス

南条SA 上り線 レストラン「越前地磯亭」 お食事された方にコーヒー１杯プレゼント

南条SA 下り線 レストラン ご提示のお客様1名までコーヒー１杯プレゼント

尼御前SA 上り線 スーベニア たま姫ちゃんの入浴剤をプレゼント

尼御前SA 下り線 スーベニア スーベニアにて1,000円以上お買い上げの上、半券提示で缶飲料１本をプレゼント

小矢部川SA 上り線 スーベニア いもっ娘1個プレゼント

小矢部川SA 下り線 スーベニア 紙パックの緑茶を1本プレゼント

有磯海SA 上り線 フードコート 麺類を除くご飯物のライス大盛り無料サービス

有磯海SA 下り線 スーベニア ニューオオタニの「ますの寿し」一段ご購入の方200円割引

前田 利家

上杉 謙信

諏訪湖SA 上り線

本多　忠勝

御在所SA 上り線

御在所SA 下り線

安濃SA 下り線

談合坂SA 上り線

武田 信玄

真田 幸村

長野自動車道

北陸自動車道

北陸自動車道

中央自動車道

中央自動車道

東名阪自動車道

伊勢自動車道


