
新東名高速
道路

舞鶴
若狭
自動
車道

談合坂SA（上り）

NEOPASA駿河湾沼津

有磯海SA（下り）

梓川SA（下り）

有磯海SA（上り）

尼御前SA（上り）

EXPASA多賀（下り）

EXPASA多賀（上り）

養老SA（上り）

圏
央
道

EXPASA足柄（上り）

上郷SA（上り）

〔東京支店〕東名高速道路
海老名SA 下り線
西洋フード・コンパスグループ株式会社

相模豚の三種盛御膳
1,580円（税込）

〔名古屋支店〕名神高速道路
養老SA 下り線
株式会社名鉄レストラン

養老みそ活　健康美膳
1,880円（税込）

〔名古屋支店〕中央自動車道
駒ケ岳SA 下り線
中央アルプス観光株式会社

南信州四季の彩どりとハンバーグ
わさび風味アリゴソース添え
1,480円（税込）

〔八王子支店〕長野自動車道
梓川SA 上り線
アルピコ交通株式会社

安曇野シャモの山賊焼き
発酵トマトソースがけ
1,980円（税込）

〔名古屋支店〕新東名高速道路
NEOPASA岡崎
株式会社ＫＲフードサービス

岡崎彩膳
～食（色）のオープンキャンパス～
1,980円（税込）

〔東京支店〕東名高速道路
EXPASA足柄 下り線
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

ふじのくに・いきいき鶏と
ポルチーニのクリームソースパスタ
1,501円（税込）

〔名古屋支店〕中央自動車道
恵那峡SA 上り線
恵那高原開発株式会社

恵那鶏のグリル　
みかんジャム添え
1,580円（税込）

〔名古屋支店〕東海北陸自動車道
関SA 上り線
株式会社ＫＲフードサービス

『つなぐ』～Highway～
関⇔各務原・パスタの美味しい距離
1,706円（税込）

〔金沢支店〕北陸自動車道
小矢部川SA 上り線
小矢部サービスステーション株式会社

なんと小矢部
メルヘンルート
1,800円（税込）

〔八王子支店〕中央自動車道
双葉SA 下り線
山梨交通株式会社

とりまぶし御膳
1,580円（税込）

〔静岡支店〕東名高速道路
浜名湖SA 集約
株式会社近鉄リテーリング

浜名湖ハゼだし三昧
1,980円（税込）

〔名古屋支店〕中央自動車道
恵那峡SA 下り線
株式会社名鉄レストラン

飛騨牛朴葉味噌茶漬け
1,480円（税込）

〔名古屋支店〕東海北陸自動車道
長良川SA 下り線
信南サービス株式会社

蜂屋豚と飛騨牛の競艶華しゃぶ膳
1,680円（税込）

〔金沢支店〕北陸自動車道
南条SA 上り線
三谷商事株式会社

若狭の鯛めし御膳
2,000円（税込）

〔八王子支店〕中央自動車道
諏訪湖SA 上り線
株式会社グルメ杵屋

中華風卵とじそば定食
1,180円（税込）

〔静岡支店〕新東名高速道路
NEOPASA駿河湾沼津
株式会社しおやフーズ

若姫牛ステーキの
ひつまぶし御膳
1,980円（税込）

〔名古屋支店〕中央自動車道
駒ケ岳SA 上り線
信南サービス株式会社

信州サーモンと
黄金しゃもの旅路
1,650円（税込）

〔名古屋支店〕東名阪自動車道
EXPASA御在所
株式会社柿安本店

彩り野菜と
松阪牛入りメンチカツコロッケ鍋
1,836円（税込）

〔金沢支店〕北陸自動車道
南条SA 下り線
西洋フード・コンパスグループ株式会社

三ツ星若狭牛と福井の恵みの
お茶漬け御膳
1,790円（税込）

〔八王子支店〕中央自動車道
諏訪湖SA 下り線
株式会社ホテル紅や

さくら鍋味噌仕立
桑養膳【桑好来】
1,980円（税込）

〔金沢支店〕北陸自動車道
有磯海SA 下り線
株式会社ホテルニューオータニ高岡

越中とやまのやくぜんカレー　
“豊かな大地 みな穂の恵み”
2,000円（税込）

〔静岡支店〕新東名高速道路
NEOPASA駿河湾沼津
富士急行株式会社

ぬまづ出汁くらべ
1,980円（税込）

〔名古屋支店〕東名高速道路
上郷SA 上り線
株式会社ＫＲフードサービス

【三河 宝船 御膳】　
食で世代と地域を繋ぐ・県民の「輪」
2,000円（税込）

〔八王子支店〕中央自動車道
談合坂SA 上り線
株式会社キャニー

甲斐恵み御膳
～大地と太陽のちから～
1,880円（税込）

〔名古屋支店〕名神高速道路
EXPASA多賀 下り線
中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社

近江牛味ごのみ膳
1,780円（税込）

〔金沢支店〕北陸自動車道
尼御前SA 上り線
株式会社近鉄リテーリング

食べまっし　
加賀彩々膳
1,980円（税込）

〔金沢支店〕北陸自動車道
有磯海SA 上り線
株式会社ジェック経営コンサルタント

海と山のシンフォニー
2,000円（税込）

〔東京支店〕東名高速道路
EXPASA足柄 上り線
エムエフエス株式会社

虹 繋る 鱒
1,880円（税込）

〔名古屋支店〕名神高速道路
多賀SA 上り線
株式会社名鉄レストラン

まごわやさしい
牛味噌茶漬け御膳
1,980円（税込）

〔八王子支店〕長野自動車道
梓川SA 下り線
アルプスシャツ株式会社

安曇野極楽亭
ハイカラ遊膳
1,980円（税込）

〔名古屋支店〕名神高速道路
養老SA 上り線
日本観光開発株式会社

美濃三昧の集い
1,980円（税込）

A1 A2 A3

A4 A5 A6

B1 B2 B3

B4 B5

A1
越中とやまのやくぜんカレー

“豊かな大地　みな穂の恵み”

A2 ぬまづ出汁くらべ

A3 【三河　宝船　御膳】
食で世代と地域を繋ぐ・県民の「輪」

A4 甲斐恵み御膳～大地と太陽のちから～

A5
近江牛味ごのみ膳

A6 食べまっし　加賀彩々膳

B1 海と山のシンフォニー

B2 虹  繋る  鱒

B3 まごわやさしい
牛味噌茶漬け御膳

B4 安曇野極楽亭ハイカラ遊膳

B5
美濃三昧の集い
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