
NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

港北PA（上） コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート ラーメン、うどん・そば、定食

発酵熟成肉和牛ローストビーフ丼（1,080円）
発酵熟成肉の和牛の特色である「やわらかさ」「味の良さ」「香
りの良さ」を味わえるローストビーフ丼です。
提供時間11：00～20：00

コンビニ ファミリーマート

飲食 そばとうどんの店　海老名庵 うどん・そば

ごまねぎそば・うどん（温・冷）（730円）
こだわりの蕎麦とうどんに、厳選した食材を使用した出汁に、
じっくりと熟成させたかえしをあわせた風味豊かなつゆ。ごまと
ねぎのシンプルでヘルシーな逸品です。

飲食 ラーメン専門店サボン ラーメン

ザボンとんこつ醤油ねぎラーメン（860円）
細麺を使用した白濁の濃厚とんこつスープと魚介系だしが味
の決め手です。福岡県から空輸した小ねぎがたっぷり入ったザ
ボンとんこつネギラーメンが大人気！

飲食 M1プレート オムライス
ふわとろオムライス（770円）
お店で炊き上げたチキンライスとふわとろに仕上げた卵は、少
し甘めのデミソースにより一つにまとまります。

飲食 富士山の国　らーめんたいざん ラーメン
えびしおらーめん（880円）
しおらーめんに桜えびの香味油を浮かべた香ばしい「えびしお
らーめん」は、開店以来、不動の1番人気です。

飲食 海鮮がってん寿司 海鮮丼
がってん名物 海鮮丼（1,280円）
近港で水揚げされた新鮮な海の幸を使った丼です。

物販 東西逸品こみち 土産品

安納芋すいーとぽてと（1,029円/4個入）
安納芋すいーとぽてとは、希少価値の高い種子島産安納芋を
使用した東西逸品こみちオリジナル商品。2014年度モンドセレ
クション金賞を受賞した逸品。

物販 頑固市場 土産品

海彩漬（1,080円）【プレみや】
ほたて・甘エビ・するめいかの3種類の魚介類と、めかぶ・昆布
を合わせた贅沢な海のお総菜。そのままでも、ご飯にあわせて
も美味しいあっさり味です！

物販 成城石井 自家製惣菜、飲料など

飲食 フードコート（吉野家） 牛丼

飲食 フードコート（らーめん ゑびな軒） ラーメン

とんこつらーめん（920円）
神奈川県秦野市の人気店「なんつッ亭」プロデュースのラーメ
ン。焦がしニンニクが効いた秘伝の黒マー油が香る濃厚スープ
が、中細ストレートの麺によく絡んで大人気。

飲食 フードコート（そば処 信濃） そば・うどん、ラーメン
チャーシューエッグ丼（880円）
焼き豚をたっぷり３枚と地卵を２個使用した目玉焼きに食欲そ
そる甘ダレで味付けをしたボリューム満点の一品です。

飲食 フードコート（麺房 いろどり家） 中華料理
黒胡麻担々麺（880円）
『紅虎餃子房』の人気ナンバー１メニュー。ラー油の辛さと山椒
のしびれる辛さがヤミツキ。ぜひご賞味ください。

物販 ショッピング（えびな蔵市、プラスワン） 土産品

メロンパン味のダックワーズ（1,080円/8個入）【プレみや】
海老名SAの不動の名物「海老名メロンパン」に使っている「メロ
ンパンシロップ」を使用して、食べやすいダックワーズにしまし
た。お土産にも最適なサイズ感で、気軽に海老名SAのメロンパ
ンの味が楽しめます。

物販 シュガーバターの木 土産品

東京ばな奈ツリー チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」（1,080円/8
個入）
話題の“ヒョウ柄東京ばな奈”に出会えるのは、全国サービス
エリアでここだけ！※スカイツリーと海老名㊦限定販売

飲食 中井麺宿 うどん

肉うどん（700円）
讃岐うどん本場の味「打ちたて、ゆでたて」専門店。和風の出
汁と牛肉を店内で丁寧に炊きあげた、人気の定番メニューで
す。

コンビニ ファミリーマート

飲食 スナック ラーメン、うどん・そば、定食
肉野菜炒め定食（850円）
当店人気No.1メニュー！
お肉と野菜たっぷり栄養満点！

物販 ショッピング 土産品

火おこし（1,275円/7枚入）【プレみや】
秦野市の伝統祭りで行われる名物競技をイメージした甘いおこ
しに、秦野名産の落花生と黒ゴマを夕闇に見立て、唐辛子で炎
を表現しました。クセになってやめられない一品です。

コンビニ ファミリーマート

E1東名高速道路

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

港北PA（下）

海老名SA（上）

海老名SA（下）

中井PA（上）

中井PA（下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

飲食 スナック ラーメン、うどん・そば、定食

溶かし味噌らーめん（700円）
一度食べたらヤミツキになる肉味噌ダレが食欲を刺激する！
地元食材で作る鮎沢特製ピリ辛味噌ダレは、コクと香りが抜
群。肉味噌が太麺によく絡んで、箸が止まらなくなる味わいで
す。

物販 ショッピング 土産品

飲食 足柄麺宿 うどん
桜えびうどん（700円）
海駿河湾産桜えびの釜揚げと山菜を使用した春を感じるうどん
です。

飲食 御厨亭 そば、カレー

みくりやそば（800円）
祝い事などの際に振る舞われてきた伝統料理。つなぎには山
芋、つゆは富士山の伏流水を使用。素朴な味にもてなしの心を
感じる一品。

飲食 マクドナルド ハンバーガー

物販 足柄ショッピング倶楽部 土産品

コンビニ ローソン

飲食 中華万里 ラーメン・定食
五目タンメン（950円）
魚介や野菜が入った欲張りなラーメンです。醤油ベースのスー
プに餡かけでご用意致しました。是非お試しください。

飲食 足柄麺宿 うどん
桜エビとしらすのうどん（700円）
駿河湾産桜エビの釜揚げと国産しらすの釜揚げを使用した春
の海を感じるうどんです。

飲食 そば処　吉野家 牛丼、そば

物販 ショッピングプラザ 土産品

コンビニ ファミリーマート

駒門PA（下） コンビニ ローソン

愛鷹PA（下） コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 そば茶屋　渡辺製麺 そば・丼
桜えびのかき揚げそば（880円）
自慢の大判桜えびのかき揚げを信州そばにトッピングした一
品。

物販 頑固市場 土産品

素干し桜えび（864円）【プレみや】
全国でも静岡県でしか水揚げされず、地元由比港で獲れた桜
えびをそのまま天日干した逸品です。EXPASA富士川(上り)限
定商品。

富士川SA（下） コンビニ セブン-イレブン

日本平PA（上） 飲食 フードコート ラーメン、うどん・そば、定食

富士宮やきそば定食（900円）
しぞ～か定食の変形判のメニュー　コシのある富士宮やきそば
と、アジフライ・コロッケも付いてボリューム満点！！いろいろ食
べたいい、欲張りさんにピッタリなメニューです。

日本平ＰＡ（下） コンビニ ミニストップ

日本坂PA（上） コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート（麺屋 燕） ラーメン
元祖燕ラーメン（しょうゆ・塩）（730円）
静岡県島田市に本店を構える行列が絶えない有名ラーメン店
が高速道路初出店！

コンビニ ファミリーマート

遠州豊田PA（上） コンビニ ファミリーマート

遠州豊田PA（下） コンビニ ファミリーマート

三方原PA(上） コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート ラーメン、うどん・そば、定食
浜松Ｗ餃子定食（860円）
地元浜松で有名な餃子メーカー、㈱マルマツの餃子を使用した
焼餃子定食。一人前は餃子12個にごはん、味噌汁。

物販 ショッピング 土産品

浜松餃子6個入り（360円）
お持ち帰り用の浜松餃子もあります。「東の宇都宮(栃木県)、
西の浜松」とも言われた、「浜松餃子」！浜松市民誰もが食べ
た事のある、㈱五味八珍の餃子です。ご自宅やお車の中でい
かがでしょうか。
販売時間10時～18時

E1東名高速道路

E1東名高速道路

鮎沢PA（上）

足柄SA（上）

足柄SA（下）

富士川SA（上）

牧之原SA（上）

三方原PA(下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

飲食 東館フードコート（遠州庵） うどん・そば

浜名湖あおさうどん（480円）
海老天をメインに、いんげん、かぼちゃ、なすの天ぷらを乗せま
した。ほかほかご飯にサクっと揚げたて、できたてが食欲をそ
そります。

飲食 東館フードコート（やらまいか亭） 丼、カレー

海老天丼（1,500円）
揚げたて、できたてが食欲をそそる天丼類(海老天丼等)、浜名
湖名物の「うなぎ丼」、 東海地区ならではの「みそかつ丼」をラ
インナップしたどんぶり専門店。

飲食 東館フードコート（浜楽） ラーメン

浜名湖あおさラーメン（700円）
浜名湖名物の「あおさ」をトッピングした浜名湖SAの名物ラーメ
ンです。塩のスープにあおさが本当に良くあい、口に入れた瞬
間に磯の香りがふわりと広がります。

物販 東館売店 土産品

三ヶ日みかんロールケーキ（1,300円）【プレみや】
静岡県産の小麦粉を使用したふんわりスポンジのロールケー
キです。生クリームに三ヶ日みかんの果肉とピールを加えてい
るので、爽やかな酸味と食感が楽しめます。浜名湖限定商品。

新城PA(下） コンビニ ファミリーマート

飲食 吉野家 牛丼
牛丼（並盛）（380円）
よりまろやかに、より味わい深く。変わらない本当のうまさを追
求しました。

コンビニ ローソン

飲食 吉野家 牛丼
牛丼（並盛）（380円）
よりまろやかに、より味わい深く。変わらない本当のうまさを追
求しました。

飲食 マクドナルド ハンバーガー
ビッグマック（390円）
おいしさも食べ応えもビッグなマクドナルドの人気メニュー。こ
だわりの100％ビーフと、特製ビッグマックソースが決め手。

コンビニ ローソン

飲食 フードコート（きしめん平川） きしめん
うな丼定食(1,080円)
出汁の効いたきしめんと、甘辛タレのうな丼は相性抜群です。

飲食 フードコート（キッチン杏） あんかけスパ、カレー
ポパイカレー(820円)
野菜もカレーも食べたい時は、栄養たっぷりのほうれん草が
乗ったこのカレーを。

飲食 フードコート（大那古や） 名古屋めし
味噌カツ定食(980円)
名古屋めしと言えば、の王道の味噌カツ。自家製味噌ソース
は、さっぱりさせ最後まで飽きの来ない味。

飲食 フードコート（陳林） 台湾ラーメン
台湾まぜそば(950円)
名古屋めしの新定番、ピリ辛で疲れも眠気も吹っ飛びます。

物販 ショッピング 土産品
うずらたま５くん！！(238円)　【プレみや】
愛知県産のうずら卵を厳選し、ご当地のとよた五平餅学会の
味噌だれを使用し、食感も香りも拘っています

コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
桜えびかき揚げきしめん　（780円）
愛知県産「きぬあかり」100％のモチモチ幅広きしめんと海老の
風味が食欲をそそるサクサクのかき揚げが絶品です。

物販 ショッピング 土産品

豊橋穂の菓　おつつみフィナンシェ（1,080円）【プレみや】
生産量日本一の豊橋産うずらの卵を使用した濃厚な生地をホ
イルに包んで焼き上げることで、ふっくらとした食感のフィナン
シェに仕上げました。

コンビニ ファミリーマート

物販 ロコファーム 土産品

井田塩540円(千年井田塩)/540円(合わせ塩)【プレみや】
有数の透明度を誇る沼津市にある井田の海水を薪で焚き上げ
て作った天然のお塩です。塩釜を薪で焚き続け、ゆっくりと時
間をかけることで、まろやかな味わいに仕上がりました。

コンビニ ミニストップ

飲食 フードコート（駿河庵） うどん・そば

駿河湾産桜海老ぶっかけ（850円）
駿河湾で水揚げされた桜海老を贅沢に乗せました。地海苔と
花かつおで風味をプラスし上品な味わいに仕上げた、駿河庵
自慢の一品です。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

E1東名高速道路

E1A新東名高速道路

美合PA(下）

上郷SA（上）

上郷SA（下）

駿河湾沼津ＳＡ(上)

浜名湖SA（集約）

赤塚PA(上）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

物販 ロコマルシェ 土産品

桜えび塩パイ（648円/10枚入、1,188円/20枚入）
駿河湾産の桜えびと伊豆産のあらしおを使用。
サクサクのパイ生地と桜えびの香ばしい香りがたまらない一品
です。

コンビニ ミニストップ

飲食
フードコート
（海の幸と山の幸 するが食堂）

海鮮丼・定食

あじのひもの定食（1,100円）
沼津の老舗干物や四代目が受け継ぐ職人魂。
美味しさにこだわり鳴門の天然海水塩と富士山の伏流水に漬
け込み、温風除湿乾燥でじっくりと干し上げました。天然塩を使
用。手間ひまを惜しまず手開きし丹精込めて作りました。
焼きたてをご賞味下さい。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

清水PA（集約） コンビニ ミニストップ

物販 しずおかマルシェ 土産品

するがラスク（648円/10枚入・1,224円18枚入）
静岡の菓子店「一條亭」のオリジナルラスク。
富士山のわき水＆かくし味にお茶を使い、自然豊かな静岡を
表しました。

コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート（つるこし） うどん
静岡名産うどん（815円）
つるっとしたのどごしのうどんに、桜海老、しらす、黒はんぺん
をのせました。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

自販機 STRICT-G
Ｔシャツ自販機
ガンダムの各シリーズからデザインしたオリジナルTシャツを自
動販売機で販売。ガンダムの模型も展示しています。

物販 しずおかマルシェ 土産品
静岡茶バウムクーヘン（1,350円）
静岡のお茶屋直営の菓子店「雅正庵」の人気バウムクーヘン。

コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート（欽太郎うどん） うどん・そば

鶏の磯辺揚げうどん（580円）
鶏の磯辺揚げうどんは、ヘルシーな鶏胸肉に磯の風味豊かな
青海苔入りのころもをまとわせサクサクに揚げた鶏の天ぷらを
どっさりとトッピングした静岡オリジナルメニューです。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

藤枝PA(下) コンビニ ファミリーマート

コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 そば処　吉野家 そば・牛丼

牛丼とそばセット（770円）
そば本来の繊細な香りと味が際立つ十割そばと、定番の牛丼
がセットになっています。そば通にも自信をもっておすすめしま
す。創業以来の自慢の牛丼と２種類のおいしさをご堪能くださ
い。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

E1A新東名高速道路

静岡SA(上)

静岡SA(下)

掛川PA(上)

駿河湾沼津SA(下)
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

物販 掛川遠州屋 土産品

三味くずゆ(108円/1本・325円/3本入・650円/6本入）
地元掛川の老舗、葛湯の荻野屋の「三味くずゆ（みあじくず
ゆ）」は、熱湯を注ぎかき混ぜるとトロトロあつあつの葛湯がす
ぐにお楽しみいただけます。身体を温めるので、寒い季節はも
ちろん、風邪をひいたときにもオススメの飲み物です。

飲食 そば処　吉野家 牛丼、そば

牛丼とそばセット（770円）
そば本来の繊細な香りと味が際立つ十割そばと、定番の牛丼
がセットになっています。そば通にも自信をもっておすすめしま
す。創業以来の自慢の牛丼と２種類のおいしさをご堪能くださ
い。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

遠州森町PA(下) コンビニ デイリーヤマザキ

物販 遠鉄マルシェ 土産品

入河屋みかん最中（993円/6個入)【プレみや】
近江の羽二重糯米で香ばしく焼き上げた最中種で、吟味した
三ケ日みかんと北海道十勝産の白豆「大手亡」の香り豊かな
餡を挟んで仕上げました。地元の名産品の三ケ日みかんを地
元の銘店「入河屋」がこだわって使用し、作り上げた逸品です。

コンビニ ミニストップ

飲食 肉つけうどん＆丼ぶり　はまきた食堂 うどん・丼

牛肉つけうどん（900円）
北海道産小麦100％の、自慢の自家製うどんをキュッと水で締
め、牛肉をたっぷりとのせました。アクセントが効いたラー油と
白ゴマ入りの冷たいつけ汁でお召し上がりください！

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

物販 遠鉄マルシェ 土産品

入河屋みかん最中（993円/(6個入)【プレみや】
近江の羽二重糯米で香ばしく焼き上げた最中種で、吟味した
三ケ日みかんと北海道十勝産の白豆「大手亡」の香り豊かな
餡を挟んで仕上げました。地元の名産品の三ケ日みかんを地
元の銘店「入河屋」がこだわって使用し、作り上げた逸品です。

コンビニ ミニストップ

飲食
フードコート
（浜松餃子とラーメン浜北軒）

ラーメン・餃子
浜松餃子と醤油ラーメンのセット（990円）
飽きのこないしょう醤油ラーメンとご当地グルメの「浜松餃子」
をセットにしました。お得感まちがいなしのメニューです。

物販 ドライバーズ･スポット天神屋 おでん

しぞ～かおでん（120円/1本）
大根、こんにゃく、黒はんぺん、玉子、もつ串、牛すじ串、ウイン
ナー、さつま揚げなどおよそ18品目をそろえております。静岡
おでんの中で欠かせないものが、黒はんぺん。港町の多い静
岡ならではの一品です。

飲食 ＣＡＦＥＴＥＲＩＡ岡崎農場 ラーメン
八丁味噌の低糖質野菜ラーメン（980円）
糖質50％カット、食物繊維は10倍もあり、ヘルシーなラーメンで
す。（AM9時～AM3時までの販売）

コンビニ セブン-イレブン

物販 お土産処　三州岡崎宿 土産品

岡崎ぎゅーっと肉味噌（594円）
岡崎の特産品の「岡崎おうはん」とまるや八丁味噌の赤だしを
使用。にんにくも入っているので、疲れた体にピッタリの商品で
す。ごはんのお供にいかがでしょうか。

長篠設楽原ＰＡ（上） 物販 戦国マルシェ by コンビ二 土産品

「長篠合戦おむすび煎餅」(1,080円)
長篠上り限定販売！戦国エリアらしいパッケージの
おむすび煎餅！中には、「手焼き」、「無添加」にこだわった
しお・みそ・しょうゆの3種類の風味豊かなお味が楽しめます。
ここでしか買えない一品！

長篠設楽原ＰＡ（下） 物販 東海道 みちの市 土産品
鎌倉ハム　Kウィンナー　ピリッとする味（350円/7本）
愛知県民なら誰でも知っている昔なつかしい味!!
 ちょっとお腹が空いたら、絶対コレ!!

岡崎ＳＡ（集約）

E1A新東名高速道路

浜松SA(下)

掛川PA(下)

浜松SA(上)
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

厚木ＰＡ（内） 物販 ショッピング 土産品

厚木プディングバ－ム（1,404円）
神奈川県産「金太郎牛乳」を100％使用し、アーモンドパウ
ダー・発酵バターと和三盆糖を逢わせ、しっとりと焼き上げた、
厚木PA限定のバームクーヘンです。

厚木ＰＡ（外） 物販 ショッピング 土産品

厚木プディングバ－ム（1,404円）
神奈川県産「金太郎牛乳」を100％使用し、アーモンドパウ
ダー・発酵バターと和三盆糖を逢わせ、しっとりと焼き上げた、
厚木PA限定のバームクーヘンです。

平塚PA（下） コンビニ スリーエフ

大磯PA（上） コンビニ ファミリーマート

飲食 吉野家 牛丼
牛ねぎ玉丼（520円）
しゃきしゃきのねぎと玉子を牛丼に乗せる定番メニュー。
ロングセラーの味を是非！

物販 ショッピング 土産品

FAMIMA　CAFÉ　コーヒーS(100円)
ファミリーマートこだわりのドリップコーヒーがSサイズならホット
でもアイスでも100円！
夜でも朝でも昼食後でもおすすめです。

石川PA（下） 物販 ショッピング 土産品

高尾ポテト(1,130円/5個入)
秋篠宮殿下紀子妃殿下献上品。
また、八王子手土産グランプリで最優秀賞も受賞！
プレーン3個 ごま1個　皮つき1個が入った無添加スイートポテト
の逸品を当店よりお届けいたします。

藤野PA(下) コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

甲州味噌かつ丼（880円） 【甲州亭】
ご当地、甲州味噌ベースのオリジナルソースが揚げたてのカツ
に良く合い、食が進む一杯。甲州亭オープン時から大人気の
商品。

物販 ショッピング 土産品
桃ももロール（1,295円）　 【プレみや】
みずみずしい桃をふわっふわのスポンジケーキで包み込ん
だ、やさしい甘みが美味しい。談合坂SA（上り線）限定商品！

飲食 グルメ食堂 カレーライス、定食、丼
特製トントロ丼（900円）
やみつきになること間違いなし！当店自慢の品です！

飲食 麺工房 うどん、そば、ほうとう
勘助甲州おざら（750円）
冷たいほうとうとして人気のおざら。当店でも食べられます！

飲食 ラーメン大皇 ラーメン
信玄ちゃんぽん（900円）
ボリューム満点！野菜たっぷり具沢山のちゃんぽんです。

飲食 伝説のすた丼 丼

すた丼(680円)
昭和46年創業　初代より受け継いだ「秘伝のニンニク醤油ダ
レ」を頑固に守り抜いた伝統の一杯。
厳選した豚肉と長ネギを使用し、一品一品鍋を振り、丹精込め
た出来立て熱々をご堪能ください。

物販 Piace　EASTMALL 土産品
勘助辛味噌(500円/150g）　 【プレみや】
色々な具材を練り込んだピリ辛の味噌です。　炒めてよし、野
菜に付けてもよし色々使えます。

物販 Maison du Village 土産品
東京プディングスキャラメリゼバウム（972円）
焦がされた砂糖の香ばしさとしっとりバウムの甘さが絶妙なお
いしさ！

境川PA(下) コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
辛味噌丼(800円）
プレみやの勘助辛味噌を使った豚肉とキャベツの炒め物がご
はんの上に乗ったボリューム満点の丼ぶりです。

物販 ショッピング 土産品
勘助辛味噌<150ｇ>(500円）～　 【プレみや】
色々な具材を練り込んだピリ辛の味噌です。　炒めてよし、野
菜に付けてもよし色々使えます。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

富士山丼（980円）
富士山がそのまま丼に！200ｇの厚切り三元豚の豚カツと
ジューシーなチキンステーキで富士山をあしらったボリューム
満点メニューです。

物販 ショッピング 土産品

名水わらび餅　白桃・巨峰セット（1,280円） 【プレみや】
甲州柳沢峠標高1400ｍ　奥多摩湖源流の純天然水を使用し、
伝統の手法で透明度の高い清涼感溢れる、わらび餅に仕上げ
ました。独特のとろける食感と風味豊かな味をご堪能ください。

中央道原PA(上） コンビニ デイリーヤマザキ

双葉SA（下）

双葉SA（上）

談合坂SA（上）

談合坂ＳＡ（下）

E85小田原厚木道路

C4圏央道

E20中央自動車道

石川PA（上）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
生姜焼き豚汁定食（830円）
信州産の豚肉の生姜焼きと信州味噌を使用した豚汁の定食。

物販 OMIアベニュー 土産品
くるみやまびこ<5本入り>（1,317円）
じっくり煮込んだ特製くるみキャラメルをサクサクのクッキーで
包んだ、諏訪地域で長く愛されているお菓子です。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

デラックス豚骨味噌らぁめん（880円）
地元味噌屋の木樽で熟成された天然蔵出し二年味噌から作ら
れる味噌スープと諏訪では古くから親しまれている肉揚げ（豚
ロース）をトッピングしたラーメンです。
味噌本来の甘さと豚骨スープの香りがブレンドされ、上品な味
わいに仕上がっております。

物販 ショッピング 土産品

焼きモンブラン諏訪の菓（1,380円/4個入） 【プレみや】
蜜漬けにした渋皮付きの栗の実を、焼栗ペースト生地に含ま
せて焼き上げました。モンブランケーキのようなしっとり食感の
新しい焼き菓子です。甘さ控えめの生地と香ばしい栗のハーモ
ニーをお楽しみ下さい。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
豚汁定食（650円）
自家製豚汁、温泉卵、コロッケ、野沢菜漬けがセットになったお
手頃価格の定食です。

物販 ショッピング 土産品
高橋野沢菜漬け<350ｇ>（540円）
創業大正4年漬物老舗高橋の野沢菜漬け、家使いにも最適な
量です。

コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
スタミナわさび豚丼（890円）
スタミナ満点の豚丼にこだわりのわさびをたっぷりとのせた、食
べ応え抜群の渾身の一杯です。

物販 ショッピング 土産品

たまごパンプレーン（648円）
たまごの味がしっかりと感じられる一口大のパン12個入りで
す。車中で小腹が空いた時の”お助け一品”としていかがでしょ
うか。

コンビニ デイリーヤマザキ

辰野PA(下) コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート そば・ラーメン・定食
焼肉定食（800円）
ドライバーさんには焼肉定食が好評、ごはん大盛り・おかわり
無料。

物販 ショッピング 土産品
コードバン長サイフ（15,000円）　他ﾊﾞｯｸﾞ・ベルト等
革製品コーナーも充実、自分へのご褒美にも、プレゼントにも。

コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
ソースかつサンド（350円）
駒ヶ根名物ソースかつ丼をかつサンドでお楽しみください。

物販 ショッピング 土産品
信玄餅（330円～）
金精軒の甲州銘菓信玄餅を各種サイズ取り揃えております

コンビニ デイリーヤマザキ

阿智PA(上) コンビニ デイリーヤマザキ

阿智PA(下) コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

恵那鶏唐あげ定食（880円）
:恵那鶏の胸肉をサッパリなのにジューシーな唐揚げにしまし
た。
山菜とろろうどん（680円）
人気NO1のスタンダードメニューです。
醬油らーめん（680円）もの足りない方は唐揚げセット・明太高
菜ごはんセットでどうぞ。

物販 ショッピング 土産品
「栗いろは」（648円/5個入、972円/8個入）
栗菓子のご当地、恵那峡SA上り線限定のお土産好適品です。

コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート そば・ラーメン・定食
ビフめし（小うどん付）（880円）
お肉やカレーのお好きな方のためのガッツリ飯です。ごはん大
盛り無料です。

物販 ショッピング 土産品
栗きんとんラングドシャ（810円/12個入）
岐阜の高級和菓子栗きんとんを生地に練りこんだ本格的ラン
グドシャです。

飲食 そば処　吉野家 そば・牛丼

牛丼（並盛）（420円）
素材・調理方法・すべてにおいてこだわり抜いた吉野家の「牛
丼」。「うまい、はやい、やすい」を支える、変わらぬ味をぜひ。

コンビニ ミニストップ

駒ヶ岳SA（上）

梓川SA（下）

諏訪湖SA（下）

諏訪湖SA（上）

E20中央自動車道

E19長野自動車道

梓川SA（上）

駒ヶ岳SA（下）

恵那峡SA（上）

恵那峡SA（下）

屏風山PA(上）

E19中央自動車道
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

飲食 吉野家 牛丼

牛丼（並盛）（420円）
素材・調理方法・すべてにおいてこだわり抜いた吉野家の「牛
丼」。「うまい、はやい、やすい」を支える、変わらぬ味をぜひ。

コンビニ ファミリーマート

尾張一宮PA(下） コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

養老戦国ブラックラーメン（830円）
戦国の雰囲気を楽しめるように作られたラーメンで、麺は中
細、具は刻みネギ、味玉、チャーシュー、そして黒いかまぼこで
出来た手裏剣が目をひきます。

物販 ショッピング 土産品

うまくいく 黒胡麻きな粉豆（380円）　　【プレみや】
お千代保稲荷参道で売られているゴマのお菓子落花生に胡麻
がまぶしてあり、やわらかくて香ばしいうまくいく味です。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

プレミアムカレー（700円）
当フードコートでは、カレールーの老舗、オリエンタルのカレー
をお召し上がり頂けます。プレミアムカレーは飴色玉ねぎを赤
ワインと生クリームでじっくり煮込んだ、文字通りプレミアムなカ
レー。贅沢でコクのある王道の味わいです。

物販 ショッピング 土産品

飛騨牛ハンバーグ（1,605円）　　　【プレみや】
きめ細やかでやわらかな肉質が特徴の飛騨牛を使用した、個
包装のハンバーグ3個とオリジナルソース1個のセット商品。冷
凍食品ですが、お持ち帰り用の保冷バッグに入れてお渡ししま
す。

伊吹PA(下） コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

近江の肉豆腐定食（800円）
地元食材の丁子麩、絹豆腐を使用して肉豆腐を仕上げまし
た。牛肉の旨みとかつおだしが香るあっさり和風だしスープが
自慢です。半熟たまごと薬味を合わせ、ご飯のうえにかけてお
召し上がり下さい。

物販 ショッピング 土産品

鮎の詰合せ（1,080円）　　【プレみや】
朝獲れの琵琶湖産の小鮎をじっくり時間をかけて炊き上げた、
お酒にもごはんにも相性抜群の逸品！身はふっくら柔らかく、
口の中でホロホロと崩れます。

飲食 多賀麺宿 うどん・定食

比叡ゆばうどんとミニ近江鶏丼セット（1,000円）
うどんには、たっぷりの近江鶏と、滋賀県産の近江大豆からつ
くられた香りと食感が良く豊かな味わいの「比叡ゆば」を使用し
ました。近江鶏の焼き鶏丼とのセットです。

物販 多賀小路 土産品

抹茶と和三盆糖の半熟かすてら（1,296円）　【プレみや】
元老舗「いと重」とコラボした多賀小路オリジナルの限定商品。
滋賀県産の抹茶と最高級品の「和三盆糖」を使用しており、口
に入れた瞬間に抹茶がふわっと香ります。ふわっふわの生地
と濃茶の組み合わせが絶妙な一品。

コンビニ ファミリーマート

大山田PA(上） コンビニ サークルＫサンクス

大山田PA(下） コンビニ ローソン

飲食 味蔵 オムライス・カレー・定食

とんてき定食（1,050円）
三重県四日市のご当地グルメ！豚ロース肉をにんにくと一緒
にソテーしスタミナ満点メニューに仕上げました！
濃厚なタレはご飯、キャベツとも相性抜群！！

飲食 彦兵衛 うどん

皿玉明太子うどん(570円）
うどんは、三重県産小麦「あやひかり」使用。
明太子のつぶつぶ食感に彦兵衛自慢のかつおと昆布の効い
たタレが旨さの秘訣です！

物販 おみやげ館 土産品

チーズクーヘン（1,296円）
三重県津市にある牧場のこだわりのクリームチーズを使って、
バウムクーヘン専門店「よしや」が焼き上げました。こだわりの
素材と専門店の技術が融合した、ここでしか買えない一品で
す。

物販 特選逸品館 土産品

なが餅（648円/7本入）
地元で愛され続けて400年！伝統を守りながらも、今に繋ぐ味
柔らかいお餅と、あずきの相性の良さが、今でも愛されている
理由です。

コンビニ ファミリーマート

尾張一宮PA(上）

養老SA（上）

E1名神高速道路

E23東名阪自動車道

養老SA（下）

多賀SA（下）

多賀SA（上）

御在所SA（上）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

飲食 吉平ラーメン ラーメン

あおさらーめん（850円）
自然豊かな伊勢湾で育った「あおさ」は、カルシウム、ミネラ
ル、ビタミン、食物繊維などを豊富に含んでおります。当店自慢
の深い味わいある「塩らーめん」にベストマッチ!!

飲食 とんとん食堂 味噌カツ・とんてき・定食

とんてき丼（880円）
とんてきを気軽に食べて頂けるよう丼ぶりにしました。当店特
製オリジナルソースで絡めた豚肉とキャベツを一緒に食べれ
ば、満足間違い無し！！

物販 御在所彩館 土産品

御在所プリン（345円/1個）
地元の食材を使用したオリジナルフレーバーから季節限定フ
レーバーまで全6種類取り揃えています。プルプルした柔らか
い食感を楽しめる新感覚のプリンです。

物販 さんぎ 土産品

豆菓子 『縁六珠』（370円/1個）
その輝きで人々を魅了する、伊勢湾の真珠のようなかわいらし
い豆菓子。三重県産の茶葉をふんだんに使用した個性ある6
種類の味が楽しめます。

コンビニ ファミリーマート

亀山PA(下） コンビニ ミニストップ

E23伊勢自動車道 安濃SA（上） 物販 ショッピング 土産品

大内山恵みのチーズケーキ（1,512円）
大内山酪農の牛乳をふんだんに使用したチーズケーキです。
安全な飼料とのびのびした環境で育った健康な牛から搾った
大内山牛乳ならではの濃厚さをそのままに、しっとりなめらか
な、とろけるような口あたりが特徴です。

飲食 フードコート ラーメン・定食・丼
とんてき定食（1,200円）
スタミナたっぷりの肉の定食（平日ご飯大盛無料）です。

物販 ショッピング 土産品
関孫六ＴＹＰＥ101（つめきり）(1,432円）
刃物の街「関」ならではの切れ味バツグンのつめきりです！

コンビニ ミニストップ

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

高山らーめん（700円）
東海北陸道（下り）の最初のSAのため、当フードコートでは本
場の高山らーめんを一早くお召し上がりいただけます。厚切り
の自家製チャーシューは自慢の一品。

物販 ショッピング 土産品

おひさまのかほり（1,080円）　【プレみや】
めずらしい柿のドライフルーツ。岐阜県産「富有柿」をゆっくり低
温乾燥させたドライフルーツです。そのスライスの特徴から“か
ゆり柿”の総称もあります。

ひるがの高原ＳＡ（上） コンビニ ファミリーマート

ひるがの高原ＳＡ（下） コンビニ サークルＫサンクス

城端SA（集約） コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

葱香味ソースがけ唐揚げ定食（850円）
甘みと酸味のバランスが絶妙な特製だれに
細かく刻んだ長ネギをたっぷり、熱々の唐揚げにかけて、
香りと味わいをお楽しみください！

物販 ショッピング 土産品

えんのおむすび（302円）
近江米のなかでも、清廉な谷水育ちの地元杉野産コシヒカリを
100％使用したプレミアムなおにぎり。ファン急増中のお米が美
味しいおにぎりです！

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
手作り　山小屋牛飯（800円）
ダシから手作りしている自慢の一品です。

物販 ショッピング 土産品
うなぎ飯蒸し（1,800円/3個入）
香ばしく焼き上げたうなぎ蒲焼を、近江米のご飯に乗せ錦糸卵
で巻き上げました。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

ボルガライス（980円）
一度に味わえる、福井県越前市が発祥のご当地グルメ。
デミグラスソースはお好みの量で「あとがけ」でお召し上がりく
ださい。

物販 ショッピング 土産品

生羽二重餅（756円）【プレみや】
今までにない特別なもちもち感と最高の甘さのプレミアム羽二
重餅です。ヘラですくって食べるその柔らかさは、まさに「生」な
らでは。数量限定のため、お早めにお買い求めください。

コンビニ ファミリーマート

E8北陸自動車道

南条SA（上）

賤ヶ岳SA（下）

賤ヶ岳SA（上）

長良川SA（下）

関SA（上）

E23東名阪自動車道

E41東海北陸自動車道

御在所SA（下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧
平成30年3月1日現在の情報

主な提供メニュー 備　　考業態道路名 エリア名 コーナー名(店舗名)

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

おろしそば（670円）
ソースカツ丼（800円）
福井県のグルメといえばこれ！「大根おろし」を乗せた「おろし
そば」と、衣はサクサク、甘めのソースが美味しいカツがボ
リューム満点の「ソースカツ丼」。ここに来たらぜひ食べてみてく
ださい！

物販 ショッピング 土産品
南条メロメロプリン（540円）【プレみや】
赤肉と青肉のメロンを使った甘くなめらかなプリンです。南条
SA(下り線)限定商品。

コンビニ ファミリーマート

北鯖江PA(上） コンビニ オレボステーション（大津屋） うどん・そば・ラーメン・定食
北鯖ラーメン醤油（550円）
豚・鶏骨を使用したガラスープに豚の背油を加えたこだわり
スープのラーメンです。

北鯖江PA(下） コンビニ オレボステーション（大津屋） うどん・そば・ラーメン・定食
越前田舎おろしそば（620円）
噛みしめる度に口いっぱいに蕎麦の風味が広がる、当店自慢
のコシのある太麺のおろしそばです。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
あごだしラーチャンセット(920円)
北陸産のあご(トビウオ)の出し汁を使用したスープのラーメンと
チャーハンとのお得なセットメニュー。

物販 ショッピング 土産品
金のかすてら（カット）【プレみや】　(1,350円）
季節によってカステラのカットが変化。生地もしっとりしていて、
見た目にも楽しめる一品。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
能登豚カツ定食（1,000円）
能登豚ならではの脂の旨味が味わえます。

物販 ショッピング 土産品

くるみ入り羽二重餅（432円/10個入）
高速道路ではここだけでしか買えない当店の人気№１商品で
す。くるみの香ばしさがアクセントとなり、思わず沢山食べてし
まう商品です。

コンビニ ファミリーマート

徳光PA(下） コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
牛肉うどん（750円）
牛肉と玉ねぎを甘くどく煮込んでトッピングしました。ドライバー
に大人気メニューです。

物販 ショッピング 土産品
鱒いくら寿し（2200円）
厳選された魚とご飯の間にいくらを挟んだ極上の鱒の寿し。当
エリア限定販売、数量限定販売です。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

白海老和風あんかけ丼(900円)
富山湾で水揚げされた白海老を贅沢に盛り付けました。オリジ
ナルの和風だしをあんかけにして上品な味わいに仕上げた、
有磯海SA㊤自慢の一品です。

物販 ショッピング 土産品

食やくスイーツミニ8種セット(2,600円)【プレみや】
健康に良いとされる食材などを「食やく」とし、主に富山県産の
食やくを使用して誰にでも食べやすく、美味しいお土産として開
発された「食やくシリーズ」のセット。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
富山のらーめんと言えば「富山ブラック」（880円）
スパイシーな味と富山県産チャーシュー、半熟玉子が味をひき
たてます。

物販 ショッピング 土産品
漁師のおやつ（864円）【プレみや】
恵まれた漁場でとれる最高の魚介類をよく知る漁師さんのおや
つ。漁師のおやつは全部で５種類。

E27舞鶴若狭自動車道 三方五湖PA（集約） コンビニ ファミリーマート

E8北陸自動車道

有磯海SA（下）

有磯海SA（上）

小矢部川SA（上）

尼御前SA（下）

尼御前SA（上）

南条SA（下）
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