
箇所 店名 メニュー名 価格（税込み） 提供時間 一言コメント

港北PA（上り） 港北食堂 からあげ弁当 ¥660 9：00～22：00 生姜のきいた衣サクサクのから揚げ！

港北PA（下り） 横濱亭 スペアリブ ¥350 9：00～19：00 豚の骨付き肉をガブッと豪快にお召し上がり下さい

M1プレート からあげカレー ¥830 24時間 自家製ジューシーから揚げ３個のボリューム

LONCAFE キャラメルシナモン ¥842 10：00～19：00 お車の中でリゾートタイムを

とんかつ和幸 メガひれかつ丼 ¥980 8：00～21：00 ボリュームたっぷりの大満足メニュー！

道頓堀くくる 大たこ入りたこ焼き  ８個入 ¥690 8：00～22：00 大阪道頓堀名物「ふわっ、とろっ」たこ焼き

日本一 鳥弁 ¥669 8：00～22：00 自慢の焼き鳥と野菜を乗せた

PAOPAO ゴロッと旨塩海老名まん ¥270 8：00～なくなり次第 プリプリのエビがたっぷり入った海老名SA限定商品

柿安 黒毛和牛　牛めし ¥1,301 8：00～22：00

デパ地下で人気の美味しいお肉のお弁当

温めなおさずに美味しくお召し上がりいただ

けます

崎陽軒 シウマイ弁当 ¥860 9：00～20：00　
崎陽軒のこだわりが詰まったこのお弁当は発売以来、

多く方に親しまれ続けています

頑固市場 少し贅沢なおつまみかまぼこ ¥570 24時間
少し贅沢なおつまみかまぼこは、厳選した２種類の

練り物をお楽しみいただけます

おこわ米八 米八すき焼き重 ¥1,080
平日　8：00～20：00

休日　8：00～21：00
米八特製の割り下で味付けした大人気商品

鯵の唐揚げ ￥600～￥1,000 24時間 頭から尻尾まで丸ごとお召し上がりいただけます！

鯵の押し寿司 ¥980 24時間 大正2年から販売している大船軒の看板商品です

海鮮三崎港 まぐろづくし ¥1,059 11：00～15：00（14：30LO）
まぐろの握りや巻き物をお弁当にしてご提供しておりま

す

うすいファーム あつぎ豚のパワフルご飯 ¥980 10：00～22：00
甘みのある脂のあつぎ豚にニンニクダレを絡ませた活

力もりもりの一品です

豊洲食堂 しらす丼 ¥880 7：00～22：00 釜揚げしらすが乗ったさっぱりした一品です

なんつッ亭 とんこつらーめん ¥900 24時間
秘伝の黒マー油が決め手の濃厚、クリーミーなとんこ

つらーめんです

RE:Coffee 紀ノ国屋　かつサンド ¥430 8：00～22：00

国産豚とフルーティで濃厚な特製ブレンドソースを使

用脂身の旨味と赤身のコクのバランスの良いかつを人

気の「リッチミルクブレッド」で挟みました

中井PA（上り） 麺宿 カレーライス ¥620 6：00～22：00
お子様からご年配の方までおいしく召し上がっていた

だけるよう、マイルドな味に仕上げました

中井PA（下り） フードコート カツカレー ¥830 10：00～21：00 暑い夏にはやっぱりこれ！

EXPASA海老名（上り）

東西逸品こみち

海老名SA（下り）



しょうが焼き弁当 850 11：00～20：00 生姜香る甘辛タレで仕上げた、ご飯が進む一品

から揚げ弁当 800 6：00～20：00 自家製からあげ5個！ボリューム満点な一品

ビーフカレー 680 6：00～20：00 スパイス香る旨辛ビーフカレー！

平塚PA(下り） コンビニ ジャンボ牛カルビ串 ¥540 8：00～17：00

特製カルビソースに漬け込んで焼き上げました

牛肉の脂の甘さと、カルビソースとの相性抜群の一品

です

大磯PA（上り） フードコート カツカレー ¥800 6：00～22：00 ★人気の定番★

小田原PA（下り） フードコート コロッケカレー ¥730 6：00～19：30
スパイスの効いたカレーに足柄牛を使用したコロッケを

トッピング

西湘PA（上り） フードコート 冷しぶっかけ天そば ¥600 10：00～17：00 揚げたて天ぷらの食感が良い！

鮎沢PA（上り） フードコート 肉巻きおにぎり棒 ¥500 10：00～19：00

あまみのあるタレがお肉とごはんに絡んでや

みつきになる味です

独自の配合によりモチモチとした食感です

鮎沢PA（下り） フードコート アメリカンドッ君 ¥250 7：00～19：30
手作りアメリカンドッ君は、お持ち帰りがお

得です。車の中でも食べやすいです

レストラン時之栖 やわうま生姜焼き定食弁当 ¥903 10：00～19：00
当店人気ナンバーワン！やわらか生姜焼きで

ご飯が進みます！

レストラン時之栖 季節の上天丼弁当 ¥903 10：00～19：00

季節の食材を天丼で！自慢の天丼たれでが食

欲をそそります！

　（季節により内容が変わる事があります）

らぁ麺MORIZUMI 旨味の効いた油そば ¥900 11：00～20：00

旨味成分がつまった迫力のある油味

この油味がつまったタレを、国産小麦の太麺

に絡めてお楽しみいただける油そばです

御厨亭 かつ丼 ¥1,060 9：00～22：00 だしの効いた蕎麦屋のかつ丼です

マクドナルド グラン クラブハウス
単品　￥530

バリューセット　￥830
10：30～翌4:59

ジューシーな100％ビーフとふんだんな野菜をクリー

ミーなソースでまとめた、8種の具材の組合せが絶妙

なおいしさの一品

いでぼく 飲むイチゴヨーグルトソフト乗せ ¥490 8：00～20：00
イチゴ味の飲むヨーグルトに、いでぼくの濃厚なソフト

クリームが乗った三度お得な商品です

ぶた牧場 豚丼 ¥580 8：00～20：00
大人気の自家製しょうが焼きタレです

富士金華豚のショルダー肉使用！

しいのわっぱや 足柄牛つくねわっぱ ¥1,050 7：00～19：00

EXPASA足柄店の人気メニュー！ブランド牛「足柄

牛」のつくねに、とろ～り温泉卵を絡めてお召し上がり

ください

しいのわっぱや 海鮮三色わっぱ ¥1,400 7：00～19：00

EXPASA足柄下り店限定！三崎産まぐろ、駿河湾

産しらす、サーモンがトッピングされた一度で３つの味

が楽しめる贅沢海鮮わっぱ

崎陽軒 シウマイ弁当 ¥860 9：00～21：00
崎陽軒のこだわりが詰まったこのお弁当は発売以来、

多く方に親しまれ続けています

崎陽軒 シウマイ弁当 ¥860 7：00～20：00
崎陽軒のこだわりが詰まったこのお弁当は発売以来、

多く方に親しまれ続けています

中華万里 万里弁当 ¥780 10：30～22：30

当店人気の万里定食をお弁当にてご提供を致しま

す

自慢の味をお楽しみ下さい！

そば処　吉野家 うな重 ¥1,358 24時間 夏のうなぎ！　吉野家でどうぞ！

足柄麺宿 かき揚げ丼 ¥600 24時間 野菜の甘味と天丼のたれが相性抜群です

くくる 大たこ入りたこ焼き ¥690 7：00～19：00 大阪道頓堀名物の「フワッ・トロッ」たこ焼きです

らぽっぽ 焼きたてポテトアップルパイ　 ¥1,382 7：00～19：00
２０％増量　ボリュームアップでさらに美味しくなりま

した

富士ミルクランド 朝霧ソフトクリーム ¥400 8：00～20：00
濃厚なのに後味スッキリ！何度も食べたくな

る味です！！

駒門PA（上り） フードコート クリスパーズポテト ¥430 7：30～19：30
日本初導入のⅤカット加工の不思議な形のポ

テトフライの揚げたてをご提供しております

駒門PA（下り） フードコート 富士宮焼きそば ¥500 9：00～21：00
静岡県富士宮市のご当地グルメ　お手軽にテイクア

ウトでいかがですか

EXPASA足柄（上り）

EXPASA足柄（下り）

厚木PA（外回り） フードコート
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