
NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

港北PA（上） コンビニ デイリーヤマザキ

【プレみや】横濱紅茶（ローズガーデン・ローズヒップ）　8パック入（630円）

➡茶葉を厳選し空輸で仕入れた紅茶を人工的な香料は一切使用せず、天然のハーブやスパイスのみをフレッシュな茶葉に加え、何杯飲んでも飽きることなくデイリーな紅茶としてお楽しみ頂け

る商品です。

港北PA（下） 飲食 フードコート おむすび、弁当、ホットスナック
ファミリーマート人気NO１ファミチキ（180円）

➡お手軽の他、市中店舗と同じ商品をご用意しています。

飲食 そばとうどんの店　海老名庵 うどん・そば
鶏蕎麦つけ麺（866円）

➡つくね＆鶏肉が入った具だくさんの、こだわりのつゆ。お好みでラー油をどうぞ！

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（880円）

➡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（790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（900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、人気商品です。

飲食 海鮮がってん寿司 海鮮丼
がってん名物海鮮丼（1,300円）

➡厳選された海の幸が彩りよく盛り付けられ、若者からご年配の方まで幅広く人気ある、当店自慢の逸品。

物販 東西逸品こみち 土産品
安納芋すいーとぽてと（1,100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の限定商品。2018年度モンドセレクション金賞を受賞した当店1番人気の逸品。

物販 頑固市場 土産品
【プレみや】海彩漬（1,080円）

➡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

物販 フードコート（なんつッ亭） ラーメン
なんつッ亭　とんこつらーめん海老名バージョン（900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 SASTER2 土産品
バターバトラー　バターフィナンシェ（864円/4個入～）

➡ヨーロッパ産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使ったバターフィナンシェです。表はカリッと焼き上げ、中はメープルシロップを染み込ませ、しっとりとした仕上がりです。

中井PA（上） コンビニ ファミリーマート おむすび、弁当、ホットスナック
ファミリーマート人気NO１ファミチキ（180円）

➡お手軽の他、市中店舗と同じ商品をご用意しています。

コンビニ ファミリーマート おむすび、弁当、ホットスナック
ファミリーマート人気NO１ファミチキ（180円）

➡お手軽の他、市中店舗と同じ商品をご用意しています。

飲食 スナック ラーメン、うどん・そば、定食
肉野菜炒め定食（880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
【プレみや】火おこし（1,080円6枚入）

➡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。

E1 東名高速道路

海老名SA（上）

海老名SA（下）

中井PA（下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

飲食 スナック ラーメン、うどん・そば、定食

富士湧水ポーク使用の生姜焼き定食（820円）

➡フードコート総選挙2018において、みごとPA部門で優勝したメニューです。ブランド豚の富士湧水ポークは上質な肉質。くせがなく柔らかさが特徴です。秘伝の自家製タレとお肉がベスト

マッチです。

物販 ショッピング 土産品

飲食 カフェコーナー

飲食 足柄麺宿 うどん
桜えびとしらすうどん（720円）

➡釜揚げ桜えびと駿河湾産しらすを使用した季節を感じるうどんです。

飲食 御厨亭 そば、カレー
富士山倍もりそば（970円）

➡つゆは富士山の伏流水を使用。大根のつまを雪に見立てて雪化粧した富士山をイメージしたそばです。

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 ファミリーマート

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
桜えびとしらすうどん（720円）

➡釜揚げ桜えびと駿河湾産しらすを使用した季節を感じるうどんです。

飲食 そば処　吉野家 牛丼、そば

牛丼（並盛）そばセット（847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 ショッピングプラザ 土産品

サービス 足柄浪漫館　金太郎ラウンジ

駒門PA（下） コンビニ ローソン

愛鷹PA（下） コンビニ ローソン

コンビニ デイリーヤマザキ

飲食 麺処ふじのくに そば・うどん・定食
朝霧高原の卵のかつ丼定食（880円）

➡地元朝霧高原の卵を使用したふわふわかつ丼。ふじのくに定番商品です。

物販 My Marche NEST 土産品
【プレみや】素干し桜えび（864円）

➡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。

飲食 富士川食堂 そば・うどん・定食
ふじのくにいきいき地鶏の親子丼（780円）

地元「ふじのくにいきいき地鶏」を使用した親子丼。

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（950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。(ご飯の

おかわり自由です。）

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（駿河の恵） うどん・そば
静岡産しらす丼（1,000円）

➡静岡県内産のしらすを存分に盛った、地元の海産物を使用した贅沢なメニューです。

コンビニ ファミリーマート

飲食 牧茶庵 うどん・そば
まぐろ追い節香る塩そば（900円）

➡焼津港で水揚げされた鰹を出汁に使用。トッピングで使用している鮪の削り節をスープで絡めると1杯で2度美味しいラーメン。

飲食 おふくろ亭 惣菜

わら焼き鰹のぶつ刺し（400円）

➡焼津港直送の鰹を藁で焼き、藁の香りが食欲をそそる1品。

釜揚げしらすの出汁巻き玉子焼き（290円）

➡静岡県産のしらすが入った玉子焼きです。店頭で焼いて提供いたします。

コンビニ ローソン

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

牧之原SA（下）

富士川SA（下）

E1 東名高速道路

鮎沢PA（上）

牧之原SA（上）

足柄SA（上）

足柄SA（下）

富士川SA（上）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

物販 ショッピング

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（880円）

➡地元浜松で有名な餃子メーカー、「五味八珍」の餃子を使用した浜松餃子定食。一人前は餃子12個にライス、スープがついてボリューム満点！

物販 ショッピング館　【売店】

三ヶ日みかん生大砂丘（240円）

ふわふわの生地の中に地元三ヶ日みかん入りの甘酸っぱいみかんクリームが入った浜名湖SAオリジナル商品です。

【プレみや】 三ヶ日みかんロールケーキ（1,300円）

➡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。

飲食 ラーメン餃子館　【浜太郎　浜名湖別館】 餃子
浜松餃子（6個）定食（750円）

➡地元浜松で数々の賞を受賞した有名店がSA発出店。もちっとジューシーな食感の浜松餃子をお楽しみいただけます。

飲食 ラーメン餃子館　【らーめん浜名湖そだち】 ラーメン
豚骨醬油ラーメン（800円）

➡北海道産小麦「ゆめちから」を使用した自家製麺に地元浜松で愛されるレストラン「とんきい」監修の特製スープはくせになるおいしさ。

コンビニ ファミリーマート

新城PA(上） コンビニ デイリーヤマザキ 土産品

新城PA(下） コンビニ ファミリーマート

コンビニ ローソン

飲食 吉野家 牛丼
牛丼（並盛）（431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）（431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 ファミリーマート

飲食 フードコート（きしめん平川） きしめん
うな丼定食（1,100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） カレー、ローストビーフ丼
ポパイカレー（880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（1,000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（990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（上郷町市場、エ

ブリウェイ）
土産品

【プレみや】うずらたま５くん！！（238円）

➡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（麺処　みかわ） うどん・そば
海老天きしめん（800円）

➡モチモチ食感で食べ応えのあるきしめんと大振りの海老天が食欲をそそる絶品メニューです。

飲食 フードコート（あかつき食堂） 定食
みそかつ定食（1,000円）

➡手仕込のとんかつと大盛キャベツでボリューム満点の定食です。八丁味噌の濃厚なコクもお楽しみいただけます。

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】豊橋穂の菓　おつつみフィナンシェ（1,080円）

➡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。

三方原PA(下）

E1 東名高速道路

EXPASA浜名湖

（集約）

赤塚PA(上）

美合PA(下）

上郷SA（上）

上郷SA（下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

コンビニ ファミリーマート

物販 沼津・村の駅 土産品
海鮮頂上丼（1,923円）

➡夏のテイクアウトメニュー新商品！こぼれんばかりの海鮮が盛られており、名前の通りまさに山の頂上を思わせます。食べ応え満点、インパクト抜群で、インスタ映え間違いなし。

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
桜海老ぶっかけ（890円）

➡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（店内飲食（10％）123円、持ち帰り（8％）120円）

➡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 伊豆・村の駅 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。

コンビニ ミニストップ

飲食 伝説のすた丼屋 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 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。

飲食 フードコート（つるこし） うどん
静岡名産うどん（880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
釜揚げしらす丼（小）＆うどん定食（880円）

➡小どんぶりとうどんのお得なセットです。他にも、天丼（小）やにくとろろ丼（小）の定食もご用意致しております。お好みの丼ぶりセットをぜひご賞味ください。

E1A 新東名高速道路

駿河湾沼津ＳＡ(上)

駿河湾沼津SA(下)

静岡SA(上)

静岡SA(下)

清水PA（集約）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

藤枝PA(下) コンビニ ファミリーマート

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。

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（847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。

物販 かけがわ名産街 土産品

掛川ジャージー牛乳ソフト・掛川深蒸茶ソフト

➡地元掛川の牧場で取れた新鮮なジャージー牛乳を使った「掛川ジャージー牛乳ソフト」

掛川深蒸茶を練りこんだ「掛川深蒸茶ソフト」掛川PA（下り）オリジナル商品です。

飲食 松屋 牛めし
牛めし（350円）

➡素材・調理にこだわった大人気メニュー。ふっくらと柔らかい牛肉とタマネギとのハーモニーが絶妙です。

遠州森町PA(下) コンビニ デイリーヤマザキ

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、さつま揚げなど多数そろえております。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。

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、さつま揚げなど多数そろえております。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。

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 お土産処　三州岡崎宿 土産品

岡崎ぎゅーっと肉味噌（604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。

飲食 ＣＡＦＥＴＥＲＩＡ岡崎農場 ラーメン

家康三倍麺（1,600円）

➡麺3玉、スープ3杯、唐揚げ5個、玉子2個、海苔が5枚、メンマに、ネギがのったボリューム満点のラーメンです。

一度、挑戦をどうぞ！！

コンビニ セブン-イレブン（ドライバーズ・スポット）

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ウインナー　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!!

E1A 新東名高速道路

掛川PA(上)

掛川PA(下)

浜松SA(上）

E1A 新東名高速道路

岡崎ＳＡ（集約）

浜松SA(下)
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

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） 物販 スリーエフ「gooz EXPRESS」
グーツコーヒーHOT 12OZ（200円）

➡『グーツコーヒー』は、産地別だけでなく、フレーバーコーヒーも提供しています。是非お試しください。

大磯PA（上） コンビニ ファミリーマート おむすび、弁当、ホットスナック

ファミリーマート人気NO１ファミチキ（180円）

大磯バターどら焼き（200円）

➡地元大磯の和菓子店手作りのどら焼きです。

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！

石川PA（下） コンビニ ファミリーマート

藤野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。

コンビニ ファミリーマート

飲食 フードコート（めし処　甲州亭）
甲州味噌かつ丼（880円）

➡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。

飲食 フードコート（蔵出し味噌　麺場　田所商店）

飲食 フードコート（そば・うどん　扇庵）

飲食 フードコート（鶏だし中華そば　百蔵）

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】山梨白糖クリームチーズのサンドクッキー（755円）

➡山梨県産の白桃ピューレを入れたクッキーで、クリームチーズのホイップチョコをサンドしました。さくさく食感に白桃とチーズのバランスが爽やかな焼菓子です。

飲食 HIGHWAY SUKIYA

飲食 麺工房 うどん、そば、ほうとう
勘助甲州おざら（800円）

➡おざらは山梨の郷土料理の１つ。冷やした太麺を、温かいおつゆにつけて食べます。

飲食 ラーメン大皇 ラーメン
醤油ラーメン（800円）

➡定番の味！大きめなチャーシューがポイントです！

飲食 談合坂定食亭

飲食 伝説のすた丼屋 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
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) 物販 Maison du Village 土産品
【プレみや】自家製 生ほうとう（600円）

➡自家製生ほうとう麺は、平たくて厚みがあり、コシのあるもちもちとした食感が特徴です。

C4 圏央道

E85 小田原厚木道路

E20 中央自動車道

石川PA（上）

談合坂SA（上）

談合坂SA（下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

コンビニ ファミリーマート 土産品
【プレみや】武田牛乳アイス（298円）

➡富士山のふもと富士ヶ嶺高原の生乳100％原料に使用した牛乳アイスです。

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
【プレみや】勘助辛味噌<150ｇ>（500円）～

➡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。

中央道原PA(上） 物販 ショッピング 土産品
【プレみや】名水わらび餅　白桃・巨峰セット（1,280円）

➡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。

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

生姜焼き豚汁定食（890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

【プレみや】焼きモンブラン諏訪の菓（1,380円/4個入）

➡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<320ｇ>（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（432円/8個入）

➡たまごの味がしっかりと感じられる一口大のパン8個入りです。人気のプレーンに加えて、たまごパン珈琲（432円）、カラメルプリン（432円）、紅茶（497円）が登場。四種の味覚が揃い

ました。小腹が空いた時の”お助け一品”としていかがでしょうか。

辰野PA(下) コンビニ デイリーヤマザキ

コンビニ ファミリーマート

飲食 大正浪漫亭
焼肉定食（820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。

飲食 名水庵

飲食 中島屋がん吉

飲食 こまゆき

物販 ショッピング 土産品
コードバン長サイフ　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 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
ソースかつサンド（450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（430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

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

双葉SA（上）

双葉SA（下）

諏訪湖SA（上）

諏訪湖SA（下）

E20 中央自動車道

E19 長野自動車道

梓川SA（上）

梓川SA（下）

E19 中央自動車道

駒ヶ岳SA（上）

駒ヶ岳SA（下）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

コンビニ ファミリーマート

飲食 旅するどんぶりや
恵那鶏唐あげ定食（900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。

飲食 らーめん蔵や

飲食 川島屋長兵衛

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。

飲食 ごはん屋　東濃ぐりる
ビフめし（小うどん付）（980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。

飲食 信州味噌らーめん　なかせんどう

飲食 そば処　妻籠庵

コンビニ ミニストップ
栗きんとんラングドシャ（813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。

飲食 吉野家 牛丼
牛丼（並盛）（店内飲食 431円、持ち帰り 423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 フードコートコーナー（ラーメン）
養老戦国ブラックラーメン（870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。

飲食 フードコートコーナー（うどん・そば）

飲食 フードコートコーナー（カレー）

飲食 フードコートコーナー（定食・丼）

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】うまくいく 黒胡麻きな粉豆（380円）

➡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 Ｈｉｇｈｗａｙラの壱

飲食 養老町　竹半

豚バラ焼肉丼（880円）

➡醤油、ニンニクをベースにした甘辛いタレに付け込んだ豚バラ肉を香ばしく焼き上げ、ご飯の上に盛り付けたキャベツへたっぷりとトッピング。食べ応えあるガッツリメニューです。お味噌

汁も付いています。

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】飛騨牛ハンバーグ（1,605円）

➡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 湖菜キッチンDON丼
とろっとオムハンバーグ（1,120円）

➡ライスの上にキャベツ、その上にハンバーグ、その上にオムレツをのっけてオリジナルソースをかけています。見た目以上にボリュームのあるメニューです。

飲食 近江ラーメン六角

テイクアウト 惣菜コーナー「でり家」

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】鮎の詰合せ（1,296円）

➡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
近江牛九条ねぎ肉うどん（880円）

➡ご当地食材の近江牛の旨みたっぷりの具材とシャキシャキの九条ねぎが味わえる自家製麺のうどんです。

物販 多賀小路 土産品

【プレみや】抹茶と和三盆糖の半熟かすてら（1,296円）

➡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

E19 中央自動車道

恵那峡SA（上）

屏風山PA(上）

尾張一宮PA(上）

E1 名神高速道路

多賀SA（下）

恵那峡SA（下）

養老SA（上）

養老SA（下）

多賀SA（上）
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

コンビニ セブン-イレブン

飲食 うどんとそば　伊のいち うどん・そば
かき揚げうどん又はそばとミニしらす丼（880円）

➡手作りの紅しょうが入りのかき揚げが絶品です。ミニしらす丼と共にお召し上がり下さい。

大山田PA(上） コンビニ ファミリーマート

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 特選みやげ館 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

飲食 吉平らーめん ラーメン
あおさらーめん（870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!!

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（1,577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 食堂　あぶらや
とんてき定食（1,250円）

➡スタミナたっぷり、お肉の定食です。平日ご飯おかわり無料！

飲食 高山ラーメン　関亭

飲食 ながらうどん

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（750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
【プレみや】おひさまのかほり（1,080円）

➡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 ファミリーマート

城端SA（集約） コンビニ デイリーヤマザキ

E1A 新名神高速道路 鈴鹿ＰＡ（上下集約）

E41 東海北陸自動車道

関SA（上）

長良川SA（下）

御在所SA（下）

御在所SA（上）

E23 東名阪自動車道
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

飲食 北近江のお食事処 「北國堂」 定食

四川風麻婆豆腐定食（激辛）（980円）

➡地元「吉田豆腐店」の豆腐を使用した「熱々・激辛」の麻婆豆腐です。ラー油たっぷりの自家製麻婆豆腐は辛い中にもコクがありごはんがすすみます。陶板を使用することで最後まで熱々な

ままお召し上がりいただけます。

飲食 近江長浜ラーメン 「今浜軒」 ラーメン
チャーシュー麺（950円）

➡地元のダイコウ醤油を使用した醤油ダレに手作りのチャーシューがバランス良く味わえます。

飲食 そば処 「伊吹おろし」 うどん・そば
湖産海老のかき揚げそば（880円）

➡琵琶湖産のスジ海老を香ばしくボリュームのあるかき揚げにしました。おろしそばとの相性はバッチリです。

物販 ショッピング 土産品
福井みたらしちーず羽二重（12コ入/702円・20コ入/1,080円）

➡スタッフとメーカーで作った羽二重餅です。じわじわと人気沸騰中です！！チーズのほのかな塩味と甘じょっぱいみたらしを羽二重餅で優しく包みました。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
とんとん定食（920円）

➡しょうが焼きと手作り豚汁がセットになった人気の定食

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】豆乳雪とうふ（160円/バラ売り1個）

➡豆乳入りスポンジ生地にホワイトチョコをサンドしました。プレミアムなお土産に！

飲食 ボルガ食堂 うどん・そば・ラーメン・定食

ソースカツ丼（950円）

➡福井のソースかつ丼は、敦賀市の「ヨーロッパ軒」が発祥とされ、甘めのソースと薄くサクサクの食感が特徴です。カツは3枚もトッピングされており、見た目もお腹も満足するメニューと

なっています。

飲食 おぼろや うどん・そば・ラーメン・定食

越前おろしそば（680円）

➡越前そばの代表的な食べ方である、おろしそば。コシの強いそば粉100％麺に、辛味のある大根おろしをたっぷり絡めて頂きます。一口すすれば、そばの香りと大根の風味が口いっぱいに広

がって、やみつきになること間違いなしです。

飲食 越前塩中華 うどん・そば・ラーメン・定食
元祖越前塩中華（680円）

➡代表メニューの「元祖　越前塩中華」は、ミネラル分が豊富な日本海塩と鶏ガラスープが絶妙にマッチし、すっきりとしたスープの中にもコクがある深い味わいです。

物販 ショッピング 土産品
【プレみや】生羽二重餅（756円）

➡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

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食

おろしそば（700円）

ソースカツ丼（880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
【プレみや】南条メロメロプリン（550円）

➡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

物販 オレボステーション（大津屋） 土産品

ふわとろブッセ（281円）

➡口に入れるとふわっととろける新食感のブッセ。

解凍して召し上がればそのままスイーツに、20分ほどの常温半解凍でアイスクリームのような味わいに！

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
北鯖ラーメン醤油（580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。24時～翌am5時は、お得な深夜価格の480円でご用意！

物販 オレボステーション（大津屋） 土産品

阿んま屋　生どら焼（185円）

➡種類は豊富で、選ぶのに迷っちゃう！沢山の味のクリームに、なんと皮はそれぞれに合わせて作られています。甘さ控えめで飽きのこない、大人から子どもまで親しまれている生どらやきで

す。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
ソースカツ丼＆おろしそば（980円）

➡福井名物ソースカツ丼と、特製だしのおろしそばセットは、ボリューム満点の人気No.1商品です。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
ラーチャンセット（950円）

➡料理長特製醬油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
【プレみや】金かすてら（カット）(1,620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
能登豚ロースカツ定食（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
金時芋羽二重餅（972円/8個入）

➡石川県ブランドの五郎島金時を羽二重餅で包み、金箔を振りかけた金沢ならではの逸品です。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。

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

賤ヶ岳SA（上）

賤ヶ岳SA（下）

南条SA（上）

南条SA（下）

尼御前SA（上）

尼御前SA（下）

北鯖江PA(上）

北鯖江PA(下）

E8 北陸自動車道
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NEXCO中日本管内24時間営業店舗一覧

2020年6月12日現在

道路名 エリア名 業態 コーナー名(店舗名) 主な提供メニュー おすすめ

コンビニ ローソン

飲食 CHEF'S　TABLE うどん・そば・ラーメン・定食

富山ブラック（ぎみ）ラーメン（980円）

➡富山を代表する「ブラックラーメン」を、どなたでも食べやすいようアレンジしました。

ＣＨＥＦ‘Ｓ　ＴＡＢＬＥ一番人気！

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
白えび和風あんかけ丼（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
甘金丹（1個162円）

➡富山の美味しい水で蒸し上げたふわふわスポンジで、なめらかなカスタードクリームをふんわりと包みました。素材と味と蒸し加減を追求した人気の逸品です。

飲食 フードコート うどん・そば・ラーメン・定食
「富山ブラックらーめん」（900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
【プレみや】漁師のおやつ（864円）

➡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。

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

有磯海SA（上）

有磯海SA（下）

小矢部川SA（下）

E8 北陸自動車道
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