
※販売商品（例）は代表的な商品を掲載しております。店舗によって掲載商品以上の販売を実施している場合がございます。詳細は各販売店舗にお問い合わせください

東名高速道路 港北ＰＡ（下） フードコート フードコート 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ海老名

（上）
フードコート ラーメン専門店 ザボン 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ海老名

（上）
フードコート 富士山の国 らーめんたいざん 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ海老名

（上）
フードコート LONCAFE 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ海老名

（上）
テイクアウト 鉄板焼グリル＆ジュース蒼 12/8～

東名高速道路 海老名ＳＡ（下） フードコート いろどり家 12/8～

東名高速道路 海老名ＳＡ（下） フードコート 丸の内ポールスター 12/8～

東名高速道路 海老名ＳＡ（下） フードコート ゑびな軒 12/8～

東名高速道路 海老名ＳＡ（下） フードコート そば処　信濃 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ海老名

（下）
テイクアウト カフェリシオ 12/8～

東名高速道路 海老名ＳＡ（下） テイクアウト こめらく　本日、おむすび日和。 12/8～

東名高速道路 海老名ＳＡ（下） フードコート カルビーキッチン 12/8～

東名高速道路 中井ＰＡ（上） フードコート 中井麺宿 12/22～

東名高速道路 中井ＰＡ（下） フードコート 中井食堂 12/22～

小田原厚木道路 小田原ＰＡ（下） フードコート フードコート 12/8～

圏央道
厚木ＰＡ（内回

り）
フードコート さがみ食堂 12/8～

圏央道
厚木ＰＡ（外回

り）
フードコート あつぎ食堂 12/8～

東名高速道路 鮎沢ＰＡ（下） フードコート フードコート 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（上）
レストラン ロータスガーデン 12/8～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（上）
フードコート 御厨亭 12/13～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（上）
フードコート 足柄麺宿 12/22～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（上）
テイクアウト いでぼく 12/15～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（上）
テイクアウト ぶた牧場 12/16～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（下）
フードコート 中華万里 12/8～

チーズハンバーグサンド（北海道産　チーズ）

ラクレットチーズトッピング（北海道産　ラクレットチーズ）

イクラとサーモンの親子丼　（北海道産　イクラ）

金太郎味噌ラーメン（北海道産　味噌スープ）

ジンギスカン定食（北海道産　ジンギスカン）

北海道コク旨チーズコロッケ（北海道産　チーズ）

北海道コク旨チーズコロッケ（北海道産　チーズ）

北海道ソフトクリーム（北海道産　生乳）

帯広風豚丼（北海道産　醤油）

旭川醤油ラーメン（北海道産　麺）

（すべて北海道産　牛乳使用）

濃厚クレームブリュレフレンチトースト

B.L.T（ベーコン・レタス・トマト）

キャラメルシナモンフレンチトースト

フレンチトースト

じゃがバタガーリック（北海道産じゃがいも）

じゃがバタ明太マヨ（北海道産じゃがいも）

辛みそらーめん（北海道産　麺・タレ）

帯広風豚丼（北海道産　タレ）

旭川風醤油ラーメン（北海道産　タレ）

牛すじカレーうどん淡雪仕立て（北海道産　牛乳）

鮭といくらの北海茶漬け（北海道産　鮭）

北海道ゆめの大地ポーク定食（豚肉　※ゆめの大地）

北海道ホワイトカレー（北海道産　ホワイトカレールー）

北海道エビ味噌ラーメン（北海道産　エビ味噌スープ）

ポテトチップス北海道バター味（北海道産　じゃがいも）

さわやか牛乳　※瓶入り（北海道産　牛乳）

北海道コク旨チーズコロッケ（北海道産　チーズ）

北海道コク旨チーズコロッケカレーライス(北海道産　チーズ）

■北海道メニューフェア　（詳細情報は順次更新してまいります）

開始日エリア 区画 店舗／区画名

北海道ソフトクリーム（北海道産　牛乳）

北海道味噌ラーメン（北海道産　味噌）

えび味噌ラーメン（北海道産　味噌）

販売商品（北海道道内産食材）路線名

３/２７現



※販売商品（例）は代表的な商品を掲載しております。店舗によって掲載商品以上の販売を実施している場合がございます。詳細は各販売店舗にお問い合わせください

■北海道メニューフェア　（詳細情報は順次更新してまいります）

開始日エリア 区画 店舗／区画名 販売商品（北海道道内産食材）路線名

３/２７現

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（下）
レストラン 足柄の森レストラン 1/18～

東名高速道路
EXＰＡＰＡ足柄

（下）
フードコート 足柄麺宿 12/22～

東名高速道路 駒門ＰＡ（上） フードコート フードコート 12/8～

東名高速道路 富士川ＳＡ（下） フードコート Fuji＆Suns 1/1～

東名高速道路 日本平ＰＡ（上） フードコート フードコート 12/8～

東名高速道路 日本坂ＰＡ（下） フードコート フードコート 12/8～

東名高速道路 三方原ＰＡ（下） フードコート 三方原茶屋 1/7～

新東名高速道路
ＮＥＯＰＡＳＡ駿

河湾沼津 （上）
テイクアウト いでぼく 12/16～

新東名高速道路
ＮＥＯＰＡＳＡ駿

河湾沼津 （上）
レストラン 家族庵～Family～ 12/8～

新東名高速道路 藤枝ＰＡ（上） フードコート 麺処藤笑 12/8～

新東名高速道路 藤枝ＰＡ（上） フードコート 旅籠や十兵衛 12/8～

新東名高速道路
ＮＥＯＰＡＳＡ岡

崎
フードコート 大正庵釜春 終了

東名高速道路 上郷ＳＡ（下） フードコート さんぎ・吉平らーめん 12/8～

北陸自動車道 神田ＰＡ（下） フードコート フードコート 12/17～

名神高速道路
尾張一宮ＰＡ

（下）
フードコート フードコート 12/17～

名神高速道路 養老ＳＡ（下） フードコート フードコート 12/1～

名神高速道路 多賀ＳＡ（上） フードコート フードコート 12/11～

名神高速道路
EXＰＡＳＡ多賀

（下）
フードコート 多賀麺宿 12/8～

名神高速道路 安濃ＳＡ（上） フードコート フードコート 12/8～

東名阪自動車道
EXＰＡＳＡ御在所

（上）
フードコート 開花屋　楽麺荘 12/8～

東名阪自動車道
EXＰＡＳＡ御在所

（上）
フードコート 和洋　ダイニング　味蔵 12/8～

東名阪自動車道
EXＰＡＳＡ御在所

（上）
フードコート うどん　そば処　彦兵衛 12/8～

東名阪自動車道
EXＰＡＳＡ御在所

（上）
テイクアウト 焼丸 12/8～

東名阪自動車道
EXＰＡＳＡ御在所

（上）
テイクアウト アンティーク 12/8～

札幌濃厚味噌らーめん

札幌濃厚味噌らーめんから揚げセット

札幌濃厚味噌らーめんミニチャーハンセット

札幌濃厚味噌らーめんからあげミニチャーハンセット

北海道味噌らぁめん　・　北海道味噌らぁめん唐揚げセット

北海道味噌らぁめんチャーハンセット　・　北海道味噌らぁめん餃子セット

焼魚定食（北海道産　ほっけ）

道産子ドリア（じゃがいも・鮭・モロコシ・牛乳）

十勝風豚丼（十勝豚丼のタレ使用）

十勝豚丼（十勝豚）

味噌ラーメン（北海道産　味噌）

知床どりと十勝チーズの親子丼セット（知床どり・チーズ）

知床どりのザンギセット（知床どり）

北海道コク旨チーズコロッケ（北海道産　チーズ）

北海道コク旨チーズコロッケカレーライス(北海道産　チーズ）

北海道いかめし（北海道産いか）

十勝風豚丼（十勝豚丼のタレ使用）

札幌みそラーメン（札幌みそラーメンスープ）

ナンドッグ　北海道産ラクレットチーズトッピング（北海道産　チーズ）

応援天丼（北海道産・・・じゃがいも、魚、ピーマン、のり）

鮭のはちみつ醤油炒め定食（北海道産・・・シャケ、ジャガイモ、タマネギ）

どさんこ蕎麦（北海道産そば）

おにぎり（北海道産シャケ）　・　北海道産スイートコーン

北海味噌バターラーメン（北海道産　味噌）

どさんこ蕎麦（北海道産そば）

十勝豚丼（十勝豚丼のタレ使用）

スープカレーうどん（北海道製造　スープカレー）

北海定食（北海道産・・・バター、コーン、かぼちゃ）

（すべて北海道産　じゃがいもを使用）

北海セット　・　北海道ごろポテ　・北海道カニクリームコロッケ

カニクリームコロッケ焼バーガー（北海道産　コロッケ）



※販売商品（例）は代表的な商品を掲載しております。店舗によって掲載商品以上の販売を実施している場合がございます。詳細は各販売店舗にお問い合わせください

■北海道メニューフェア　（詳細情報は順次更新してまいります）

開始日エリア 区画 店舗／区画名 販売商品（北海道道内産食材）路線名

３/２７現

東名阪自動車道
EXＰＡＳＡ御在所

（下）
フードコート フードコート 12/8～

中央自動車道 駒ケ岳ＳＡ（上） レストラン 岳楽彩 12/21～

中央自動車道 恵那峡ＳＡ（上） フードコート カワセミベーカリー 12/10～

中央自動車道 恵那峡ＳＡ（下） フードコート フードコート 12/15～

中央自動車道 内津峠（上り線） フードコート フードコート 12/20～

中央自動車道 内津峠ＰＡ（下） フードコート フードコート 12/20～

中央自動車道
ＥＸＰＡＳＡ談合

坂（下）
専門店 H,sCREAM 12/8～

長野自動車道 梓川ＳＡ（下） フードコート フードコート 12/8～ 十勝男爵コロッケ（北海道産　じゃがいも）

北海道産生クリーム使用濃厚バニラソフトクリーム

（北海道産　生クリーム）

しじみ入り味噌煮込みうどん（北海道産　しじみ）

北海道豚ドン（十勝豚丼のタレ使用）

北海道豚ドン（十勝豚丼のタレ使用）

どさんこ蕎麦（北海道産　そば粉）

十勝風　駒ケ豚丼（十勝豚丼のタレ使用）

北海道富良野のメロンパン


