
コーナー名

静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（上）沼津・村の駅
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（上）SEA-SIDE・BURGER KITCHEN
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（上）沼津港海鮮食堂 サマサ水産
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（上）鶏膳
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（上）ドライバーズ・スポット 天神屋
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（上）家族庵～Family～
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（下）伊豆・村の駅
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（下）上島珈琲店
静岡 沼津 新東名 駿河湾沼津SA（下）ドライバーズ・スポット 天神屋
静岡 清水 新東名 清水PA 富士 旬粋（シュンスイ）
静岡 清水 新東名 清水PA 鉄板焼 鐵一
静岡 清水 新東名 清水PA PIZZA-LA EXPRESS
静岡 清水 新東名 清水PA 宮武讃岐製麺所
静岡 清水 新東名 清水PA 伝説のすた丼屋清水PA店

静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） しずおかマルシェ
静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） つるこし
静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） らくのうFactory
静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） やきそ番長
静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） KushikomA
静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） ドライバーズ・スポット 天神屋
静岡 静岡 新東名 静岡SA（上） デイリーヤマザキ
静岡 静岡 新東名 静岡SA（下） しずおかマルシェ
静岡 静岡 新東名 静岡SA（下） IZONE NEW YORK
静岡 静岡 新東名 静岡SA（下） サンエトワール
静岡 静岡 新東名 静岡SA（下） 鶏膳
静岡 静岡 新東名 静岡SA（下） ドライバーズ・スポット 天神屋
静岡 静岡 新東名 静岡SA（下） デイリーヤマザキ
静岡 静岡 新東名 藤枝PA（上） ひざ栗毛　藤枝宿駅
静岡 静岡 新東名 藤枝PA（上） 宿場ちゃや利休（フードコート）

静岡 静岡 新東名 掛川PA（上） ドライバーズ・スポット 天神屋
静岡 静岡 新東名 掛川PA（下） 掛川遠州屋
静岡 静岡 新東名 掛川PA（下） ドライバーズスポット天神屋

静岡 浜松 新東名 遠州森町PA（上） 遠州お土産処　あおい屋
静岡 浜松 新東名 遠州森町PA（下） 森の楽市茶屋
静岡 浜松 新東名 遠州森町PA（下） 森のパティスリー
静岡 浜松 新東名 遠州森町PA（下） 森町茶屋
静岡 浜松 新東名 遠州森町PA（下） デイリーヤマザキ
静岡 浜松 新東名 浜松SA(上） 遠鉄マルシェ
静岡 浜松 新東名 浜松SA(上） サンエトワール
静岡 浜松 新東名 浜松SA(上） 鶏三和
静岡 浜松 新東名 浜松SA(上） 石松ぎょうざ
静岡 浜松 新東名 浜松SA(上） ドライバーズ・スポット 天神屋
静岡 浜松 新東名 浜松SA(上） 上島珈琲店
静岡 浜松 新東名 浜松SA(下） 遠鉄マルシェ
静岡 浜松 新東名 浜松SA(下） ハースブラウン
静岡 浜松 新東名 浜松SA(下） ドライバーズスポット天神屋
静岡 浜松 新東名 浜松SA(下） 上島珈琲店
名古屋 岡崎 新東名 長篠設楽原PA（下） 東海道 みちの市
名古屋 岡崎 新東名 長篠設楽原PA（下） 長篠陣屋台
名古屋 岡崎 新東名 岡崎SA（集約） 和食・御肉処 「かごの屋」
名古屋 岡崎 新東名 岡崎SA（集約） CAFETERIA 「岡崎農場」

名古屋 岡崎 新東名 岡崎SA（集約） MIKAWA FOREST
名古屋 岡崎 新東名 岡崎SA（集約） きっちん ににぎ

支店 地区 路線 エリア名



コーナー名支店 地区 路線 エリア名

名古屋 岡崎 新東名 岡崎SA（集約） GELATO Cremeria PARADISO
名古屋 岡崎 新東名 岡崎SA（集約） お土産処 三州 岡崎宿

東京 海老名 東名 港北PA（下） K’s Bakery(ベーカリー)
東京 海老名 東名 港北PA（下） K’s cafe(カフェ)
東京 海老名 東名 港北PA（下） 横濱亭(テイクアウト)
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 東西逸品こみち(ショッピング)
東京 海老名 東名 海老名SA（上） とんかつ和幸(テイクアウト)
東京 海老名 東名 海老名SA（上） Hakone Bakery -Select-
東京 海老名 東名 海老名SA（上） ラーメン専門店 ザボン(フードコート)
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 海鮮丼 がってん寿司(フードコート)
東京 海老名 東名 海老名SA（上） IDEBOK(テイクアウト)
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 柿安
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 頑固市場
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 日本一
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 道頓堀くくる
東京 海老名 東名 海老名SA（上） GODIVA
東京 海老名 東名 海老名SA（上） きっちんににぎ
東京 海老名 東名 海老名SA（上） M１プレート
東京 海老名 東名 海老名SA（上） そばとうどんの店 海老名庵
東京 海老名 東名 海老名SA（上） おぼんdeごはん（レストラン）
東京 海老名 東名 海老名SA（上） 海鮮いなり寿司　魚丸いなり
東京 海老名 東名 海老名SA（上） FRENCHITOAST LONCAFE

東京 海老名 東名 海老名SA（下） 海鮮三崎港（レストラン）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） パスクーア（フードコート）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） 丸の内ポールスター（フードコート）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） ラーメンゑびな軒（フードコート）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） そば処 信濃（フードコート）

東京 海老名 東名 海老名SA（下） 麺房 いろどり家（フードコート）

東京 海老名 東名 海老名SA（下） スナック イン(フードコート）

東京 海老名 東名 海老名SA（下） メロンパンと焼きたてパンの「ぽるとがる」（ベーカリー）

東京 海老名 東名 海老名SA（下） カフェ・リシオ（カフェ）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） シュガーバターの木（ショッピング）

東京 海老名 東名 海老名SA（下） えびな「蔵市」（ショッピング）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） プラスワン
東京 海老名 東名 海老名SA（下） サーティワンアイスクリーム（テイクアウト）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） 吉匠（鯵の唐揚げ）（テイクアウト）
東京 海老名 東名 海老名SA（下） 海老名茶屋
東京 海老名 東名 海老名SA（下） ｺｰﾄｸｰﾙ
東京 海老名 東名 中井PA（上） 中井麺宿 うどんそば専門コーナー（フードコート）
東京 海老名 東名 中井PA（上） 中井麺宿 土産品コーナー（ショッピング）

東京 海老名 東名 中井PA（下） ショッピングコーナー
東京 足柄 東名 鮎沢PA（上） ショッピングコーナー

東京 足柄 東名 鮎沢PA（上） カフェコーナー

東京 足柄 東名 鮎沢PA(下) ショッピングコーナー
東京 足柄 東名 足柄SA（上） 富士山ファーム(テイクアウト)
東京 足柄 東名 足柄SA（上） やすらぎのあん庵(テイクアウト)
東京 足柄 東名 足柄SA（上） ロータスガーデン（レストラン）
東京 足柄 東名 足柄SA（上） ロータスガーデン（ベーカリー）
東京 足柄 東名 足柄SA（上） 足柄ショッピング倶楽部(ショッピング)
東京 足柄 東名 足柄SA（上） レストイン時之栖
東京 足柄 東名 足柄SA（上） レストラン時之栖（ショッピングコーナー）
東京 足柄 東名 足柄SA（上） レストイン時之栖（金時湯）
東京 足柄 東名 足柄SA（上） 静岡ﾏﾙｼｪ



コーナー名支店 地区 路線 エリア名

東京 足柄 東名 足柄SA（上） こめらく　海鮮茶漬けとおむすびと。
東京 足柄 東名 足柄SA（上） 柿次郎（テイクアウト）
東京 足柄 東名 足柄SA（下） ショッピングプラザ
東京 足柄 東名 足柄SA（下） 足柄ﾏﾙｼｪ
東京 足柄 東名 足柄SA（下） IZONE NEW YORK(ショッピングコーナー)
東京 足柄 東名 足柄SA（下） 足柄浪漫館　あしがら湯
東京 足柄 東名 足柄SA（下） 柿次郎(テイクアウト)
東京 足柄 東名 足柄SA（下） くくる(テイクアウト)
東京 足柄 東名 足柄SA（下） らほっぽ(テイクアウト)
東京 足柄 東名 足柄SA（下） カレーハウス CoCo壱番屋

東京 足柄 東名 駒門PA(上) ショッピングコーナー

東京 足柄 東名 駒門PA(下） 時之栖ファクトリーストア

静岡 富士 東名 愛鷹PA（上） ショッピングコーナー

静岡 富士 東名 愛鷹PA（下） ショッピングコーナー
静岡 富士 東名 富士川SA（上） 頑固市場（ショッピング)
静岡 富士 東名 富士川SA（上） Fuji ＆ Sun's
静岡 富士 東名 富士川SA（下） ベーカリー＆カフェ

静岡 富士 東名 富士川SA（下） スーベニアコーナー

静岡 富士 東名 由比PA（上） ショッピングコーナー

静岡 牧之原 東名 日本平PA（上） ショッピングコーナー

静岡 牧之原 東名 日本平ＰＡ（下） ショッピングコーナー
静岡 牧之原 東名 日本坂PA（上） ショッピングコーナー
静岡 牧之原 東名 日本坂PA（上） 焼津さかな工房（ショッピング）

静岡 牧之原 東名 日本坂PA（下） ショッピングコーナー
静岡 牧之原 東名 牧之原SA（上） スーベニアコーナー
静岡 牧之原 東名 牧之原SA（上） MUC COFFEE ROASTERS（マックコーヒーロースターズ）
静岡 牧之原 東名 牧之原SA（上） 茶山亭（ショッピングコーナー）
静岡 牧之原 東名 牧之原SA（上） 予備
静岡 牧之原 東名 牧之原SA（下） おふくろ亭

静岡 牧之原 東名 牧之原SA（下） ショッピングコーナー

静岡 牧之原 東名 小笠PA(上） ショッピングコーナー

静岡 牧之原 東名 小笠PA(下） お土産処　まつかぜや(ショッピング)

静岡 牧之原 東名 遠州豊田PA（上） ショッピングコーナー

静岡 牧之原 東名 遠州豊田PA（下） ショッピングコーナー

静岡 浜松 東名 三方原PA(下） 三方原茶屋（おみやげ）
静岡 浜松 東名 浜名湖SA 湖の見えるレストラン（レストラン）
静岡 浜松 東名 浜名湖SA 浜名亭(レストラン)
静岡 浜松 東名 浜名湖SA 【東館】売店
静岡 浜松 東名 浜名湖SA ベーカリー「浜名湖　湖畔のベーカリー」（西館）
静岡 浜松 東名 浜名湖SA ショッピングコーナー（西館）

静岡 浜松 東名 浜名湖SA ぐりこ・や(西館）

静岡 浜松 東名 浜名湖SA レストラン館売店
静岡 浜松 東名 浜名湖SA  浜松餃子ショップ「浜ちゃん」（レストラン館テイクアウト)

静岡 浜松 東名 新城PA(上） デイリーヤマザキ

静岡 浜松 東名 新城PA(下） 門前そば山彦(フードコート)

名古屋 岡崎 東名 赤塚PA(上） ショッピングコーナー

名古屋 岡崎 東名 美合PA(上） ショッピングコーナー
名古屋 岡崎 東名 上郷SA（上） ショッピングコーナーエブリウェイ（ショッピング）
名古屋 岡崎 東名 上郷SA（上） ショッピングコーナー 上郷町市場（ショッピング）
東京 岡崎 東名 上郷SA（上） 唐揚げ・手羽先「三河鶏卵」（ショッピング）
東京 岡崎 東名 上郷SA（上） 甘味処「しゃちほこ本舗」
東京 岡崎 東名 上郷SA（上） ミートいとう



コーナー名支店 地区 路線 エリア名

東京 岡崎 東名 上郷SA（上） こっぺぱんカフェ「スマイル珈琲」（フードコート）
東京 岡崎 東名 上郷SA（上） うお坐食堂(レストラン）
東京 岡崎 東名 上郷SA（下） ショッピングコーナー
東京 岡崎 東名 上郷SA（下） 麺処　みかわ（フードコート）
東京 岡崎 東名 上郷SA（下） あかつき食堂(フードコート)

東京 岡崎 東名 上郷SA（下） テイクアウトコーナー

東京 岡崎 東名 東郷PA(上） ショッピングコーナー

東京 岡崎 東名 東郷PA(下） ショッピングコーナー

東京 岡崎 東名 守山PA(上） ショッピングコーナー

東京 岡崎 東名 守山PA(下） ショッピングコーナー
八王子 八王子 中央道 石川PA（上） Hachioji　marche
八王子 八王子 中央道 石川PA（上） 山百合（フードコート)
八王子 八王子 中央道 石川PA（上） 銀杏亭（フードコート)

八王子 八王子 中央道 石川PA（上） ISHIKAWA(テイクアウト)
八王子 八王子 中央道 石川PA（下） ショッピングコーナー
八王子 八王子 中央道 石川PA（下） Bread's plus（ブレッズプラス）(ベーカリー)
八王子 八王子 中央道 石川PA（下） Snack Ishikawa（スナックイシカワ）(テイクアウト)
八王子 八王子 中央道 石川PA（下） Fresh Plus（フレッシュプラス）(テイクアウト)
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） ゆるり庵（レストラン）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） 富貴包子楼（デリカ）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） ふんわりおむすび結いこまち（デリカ）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） 新宿さぼてん（デリカ）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） スイーツラボシバタ（デリカ）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） 鶏惣菜匠（デリカ）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） 桔梗信玄堂（ﾃｲｸｱｳﾄ）
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） パン・デ・モンテ　supported　by　神戸屋(ﾍﾞｰｶﾘｰ)
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（上） 屋台村
八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（下） MAISON DU VILLAGE(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ)

八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（下） Piace EAST MALL(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ)

八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（下） サーティーワン

八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（下） リトルマーメイド(ﾍﾞｰｶﾘｰ)

八王子 談合坂 中央道 談合坂SA（下） 伝説のスタ丼(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)

八王子 談合坂 中央道 谷村PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 談合坂 中央道 谷村PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 談合坂 中央道 初狩PA(上) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 談合坂 中央道 初狩PA(下) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 談合坂 中央道 釈迦堂PA(上) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 談合坂 中央道 釈迦堂PA(下) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 談合坂 中央道 境川PA(上) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 談合坂 中央道 双葉SA（上） ﾚｽﾄﾗﾝ
八王子 談合坂 中央道 双葉SA（上） リトルマーメード（ﾍﾞｰｶﾘｰ)
八王子 談合坂 中央道 双葉SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 談合坂 中央道 双葉SA（下） ﾚｽﾄﾗﾝ
八王子 談合坂 中央道 双葉SA（下） パン工房ふたば（ﾍﾞｰｶﾘｰ）　
八王子 談合坂 中央道 双葉SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 談合坂 中央道 八ヶ岳PA(上) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 談合坂 中央道 八ヶ岳PA(下) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 松本 中央道 中央道原PA(下) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） 信州そば処　そじ坊（ﾚｽﾄﾗﾝ）
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） 神戸ブレッズ(ﾍﾞｰｶﾘｰ）
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） 峠の釜めし　おぎのや(ﾃｲｸｱｳﾄ)
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八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） 信州グルメ工房(ﾃｲｸｱｳﾄ)
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） 安曇野おやき　いろり堂(ﾃｲｸｱｳﾄ）
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） 酢カフェ　アルプスの贈り物(ﾃｲｸｱｳﾄ)
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） ＯＭＩアベニュー（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ)
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（上） ハイウェイ温泉諏訪湖
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（下） 湖彩（ﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾅｰ）
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（下） 太養パン（ﾍﾞｰｶﾘｰ）
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（下） 諏訪のおやつ処
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（下） 上島珈琲店
八王子 松本 中央道 諏訪湖SA（下） おぎのや

八王子 松本 中央道 辰野PA(上) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 飯田 中央道 小黒川PA(上) 権兵衛茶屋（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ）

名古屋 飯田 中央道 小黒川PA(下) ｽｰﾍﾞﾆｱ
名古屋 飯田 中央道 駒ケ岳SA（上） 岳楽彩（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 飯田 中央道 駒ケ岳SA（上） フォレストガーデン（ｼｮｯﾋﾟﾝｸｺｰﾅｰ）
名古屋 飯田 中央道 駒ケ岳SA（上） こごみブレッズ(ﾍﾞｰｶﾘｰ)

名古屋 飯田 中央道 駒ケ岳SA（下） ﾚｽﾄﾗﾝ
名古屋 飯田 中央道 駒ケ岳SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 飯田 中央道 神坂PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 飯田 中央道 神坂PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（上） れすとらん夕照の里（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（上） みやげ屋ひめ街道物語（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ）
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（上） 東濃ミート(ﾃｲｸｱｳﾄ)

名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（上） ミルクファーム(ﾃｲｸｱｳﾄ)
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（上） 狭谷堂(ﾃｲｸｱｳﾄ)

名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（下） 飛騨牛とそば　味の蔵（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（下） 大井宿食堂
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（下） おこわとベーカリー(ﾍﾞｰｶﾘｰ)
名古屋 飯田 中央道 恵那峡SA（下） ｗａ　ｃａｆｅ和茶房（ｶﾌｪ)

名古屋 飯田 中央道 屏風山PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 飯田 中央道 虎渓山PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 飯田 中央道 内津峠PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
名古屋 飯田 中央道 内津峠PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 飯田 中央道 内津峠PA(下） ﾍﾞｰｶﾘｰ

名古屋 多賀 名神 尾張一宮PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） 美濃三昧（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） ヒーズ(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） まる天(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） 近江スエヒロ養老茶屋(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） まんきちや(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） 鳥まろ(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） ゼロバーガー(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） 五平餅・ワッフル・たいやきの販売（ﾃｲｸｱｳﾄ）
名古屋 多賀 名神 養老SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） 寄路地（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） 養老たません(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） 水野精肉店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） のれん街まる天(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） のれん街地雷也(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） グルマンヴィタル（ﾍﾞｰｶﾘｰ）
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名古屋 多賀 名神 養老SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 多賀 名神 養老SA（下） 虎屋ういろう（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ）

名古屋 多賀 名神 伊吹PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 多賀 名神 伊吹PA(下）
名古屋 多賀 名神 多賀SA（上） 近江路（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 多賀 名神 多賀SA（上） まる天(のれん街実演コーナー）
名古屋 多賀 名神 多賀SA（上） 京の加悦寿司（のれん街実演コーナー）
名古屋 多賀 名神 多賀SA（上） くうや観助餅（のれん街実演コーナー）
名古屋 多賀 名神 多賀SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
名古屋 多賀 名神 多賀SA（上） デリ
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） 近江多賀亭(ﾚｽﾄﾗﾝ))
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） ちゃんぽん亭総本家(ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） 多賀小路(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ）
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） 近江楽市(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） 近江楽座(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） らぽっぽ(ﾃｲｸｱｳﾄ)
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） くくる(ﾃｲｸｱｳﾄ)
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） 地雷也　紅白茶寮(ﾃｲｸｱｳﾄ)
名古屋 多賀 名神 EXPASA多賀（下） COCO壱番屋（フードｺｰﾄ)

名古屋 多賀 北陸道 神田PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 多賀 北陸道 神田PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
金沢 金沢支店 北陸道 賤ヶ岳SA（上） みちの市(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ）

金沢 金沢支店 北陸道 賤ヶ岳SA（上） 珈琲＆サンドパン　あずき茶屋（ｶﾌｪ）

金沢 金沢支店 北陸道 賤ヶ岳SA（下） 山小屋マルシェ（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ）
金沢 金沢支店 北陸道 杉津PA(上） ｽｰﾍﾞﾆｱ

金沢 金沢支店 北陸道 杉津PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

金沢 金沢支店 北陸道 南条SA（上） 越前地磯亭（ﾚｽﾄﾗﾝ）

金沢 金沢支店 北陸道 南条SA（上） ｽｰﾍﾞﾆｱ
金沢 金沢支店 北陸道 南条SA（下） 越前和食処　花はす（ﾚｽﾄﾗﾝ）
金沢 金沢支店 北陸道 南条SA（下） ぽるとがる(ﾍﾞｰｶﾘｰ)
金沢 金沢支店 北陸道 南条SA（下） ｽｰﾍﾞﾆｱ
金沢 金沢支店 北陸道 北鯖江PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ(ｵﾚﾎﾞｽﾃｰｼｮﾝ)
金沢 金沢支店 北陸道 女形谷PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

金沢 金沢支店 北陸道 尼御前SA（上） ﾚｽﾄﾗﾝ

金沢 金沢支店 北陸道 尼御前SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
金沢 金沢支店 北陸道 尼御前SA（上） 揚げパン工房(ﾍﾞｰｶﾘｰ）
金沢 金沢支店 北陸道 尼御前SA（下） ｽｰﾍﾞﾆｱｼｮｯﾌﾟ
金沢 金沢支店 北陸道 徳光PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

金沢 金沢支店 北陸道 徳光PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

金沢 金沢支店 北陸道 不動寺PA(上） 雪うさぎ（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)

金沢 金沢支店 北陸道 不動寺PA(下） 雪うさぎ（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)
金沢 金沢支店 北陸道 小矢部川SA（上） ﾚｽﾄﾗﾝ
金沢 金沢支店 北陸道 小矢部川SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

金沢 金沢支店 北陸道 小矢部川SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
金沢 金沢支店 北陸道 呉羽PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
金沢 金沢支店 北陸道 呉羽PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
金沢 金沢支店 北陸道 有磯海SA（上） ﾚｽﾄﾗﾝ
金沢 金沢支店 北陸道 有磯海SA（上） ｽｰﾍﾞﾆｱｼｮｯﾌﾟ

金沢 金沢支店 北陸道 有磯海SA（下） 有磯海（ﾚｽﾄﾗﾝ）

金沢 金沢支店 北陸道 有磯海SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
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名古屋 御在所 東名阪 大山田PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

名古屋 御在所 東名阪 大山田PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）おみやげ館
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）特選逸品館
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）味蔵（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）彦兵衛（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）焼丸（ﾃｲｸｱｳﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）アンティーク（ﾍﾞｰｶﾘｰ･カフェ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）開花屋　楽麺荘（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（上）ﾒｰﾄﾞｲﾝﾄｳｶｲ
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）御在所彩館
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）さんぎ
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）むぎの蔵（ﾍﾞｰｶﾘｰ・カフェ）

名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）吉平ラーメン（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）いちよし（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）とんとん食堂（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）山本屋本店（ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ）
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）I ZONE NEWYORK(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)
名古屋 御在所 東名阪 EXPASA御在所（下）地雷也紅白茶寮（ﾃｲｸｱｳﾄ）
名古屋 御在所 伊勢 亀山PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 伊勢 亀山PA(上） リトルマーメード（ﾍﾞｰｶﾘｰ)
名古屋 御在所 伊勢 亀山PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 伊勢 亀山PA(下） ベーカリー

名古屋 御在所 伊勢 安濃SA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ(ｽｰﾍﾞﾆｱｼｮｯﾌﾟ)
名古屋 御在所 伊勢 嬉野PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 伊勢 嬉野PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 紀勢 奥伊勢PA(上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 紀勢 奥伊勢PA(上） ｽﾅｯｸｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 紀勢 奥伊勢PA(下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 御在所 紀勢 奥伊勢PA(下） ｽﾅｯｸｺｰﾅｰ

八王子 松本 長野 みどり湖PA(上) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

八王子 松本 長野 みどり湖PA(下) ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
八王子 松本 長野 梓川SA（上） れすとらん梓川（ﾚｽﾄﾗﾝ）
八王子 松本 長野 梓川SA（上） 神戸屋（ﾍﾞｰｶﾘｰ）　
八王子 松本 長野 梓川SA（上） 安曇野マルシェ（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)
八王子 松本 長野 梓川SA（上） 第二ｽﾅｯｸ
八王子 松本 長野 梓川SA（下） レストランあずみ野（ﾚｽﾄﾗﾝ）
八王子 松本 長野 梓川SA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
名古屋 岐阜 東海北陸 関SA（上） かごの屋（ﾚｽﾄﾗﾝ）
名古屋 岐阜 東海北陸 関SA（上） 街道の土産三昧「みちの市」（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ)
名古屋 岐阜 東海北陸 長良川SA（下） 和ごころれすとらん　篝火の郷(ﾚｽﾄﾗﾝ)
名古屋 岐阜 東海北陸 長良川SA（下） 遊食茶房　食べ長良
名古屋 岐阜 東海北陸 長良川SA（下） しょっぴんぐ　花神輿(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ)
東京 海老名 小田原 小田原PA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
東京 海老名 小田原 大磯PA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
東京 海老名 圏央道 厚木PA（外） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
東京 海老名 圏央道 厚木PA（内） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
東京 海老名 西湘バイパス 西湘PA（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ
東京 海老名 西湘バイパス 西湘PA（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ


