
業種 コーナー名（店舗名） メニュー名 価格（税込） 備考

愛鷹PA（上） フードコート スナックコーナー やみつき濃厚カツカレー 860円

愛鷹PA（下） フードコート スナックコーナー ジェラシー丼 810円

EXPASA富士川（上） フードコート 天丼てんや 富士川天丼 540円

EXPASA富士川（上） フードコート 麺処ふじのくに 朝霧高原卵のかつ丼弁当 780円

EXPASA富士川（上） ベーカリー Motomachi Coffee＆Bread 北海道牛乳パン 464円

EXPASA富士川（上） テイクアウト うるおいてい
ソースやきそば 640円

桜エビやきそば 770円

EXPASA富士川（上） テイクアウト 日近商店 生しらす丼 950円

EXPASA富士川（上） カフェ Café de mori-kun クレミアソフト キャラメル 550円

富士川SA（下） フードコート 富士川食堂 カレーライス
500円

680円

富士川SA（下） ベーカリー ベーカリー＆カフェ 静岡抹茶パフェ 480円

富士川SA（下） テイクアウト 金のとりから 金のとりから 350円 土日のみ

富士川SA（下） テイクアウト 富士宮焼きそば 富士宮焼きそば 600円

日本平ＰＡ（下） フードコート 日本平するが食堂 カツカレー 1,000円

日本坂PA（上） フードコート 食い処「花沢亭」 揚げたてアジフライ弁当 620円

牧之原SA（上） フードコート オリエンタルカレー モリモリポテト 250円

牧之原SA（上） カフェ
MUC COFFEE ROASTERS

（マックコーヒーロースターズ）
抹茶ソフト 450円

牧之原SA（下） フードコート 焼津 堅魚屋 新丸正 チャーハン 600円

牧之原SA（下） フードコート 焼津の網元 いちまる 青ねぎ香るたたき鮪丼 1,100円

牧之原SA（下） フードコート 牧茶庵 カツカレー 1,000円

牧之原SA（下） カフェ 小栗茶房 たこやき 500円

小笠PA(上） フードコート スナックコーナー コロッケ茶んバーガー 380円

小笠PA(下） フードコート 食事処 鐘庵 桜エビかき揚げ丼 750円

遠州豊田PA（上） フードコート 遠州麺家 焼肉丼 780円

遠州豊田PA（下） フードコート フードコートコーナー たれかつ丼 730円

三方原PA(下） フードコート 三方原茶屋(フードコート)

特製かつ丼 730円

カツカレーライス 760円

カレーライス 580円



EXPASA浜名湖（集約） テイクアウト テイクアウト ヤマサちくわ 浜名湖パック 700円

EXPASA浜名湖（集約） テイクアウト
湖の見えるフード館
テイクアウトコーナー

ヤンニョムチキン 300円 9/30まで

三ヶ日みかんソフトクリーム 350円 10/1～

EXPASA浜名湖（集約） テイクアウト うな重「浜鰻」 浜鰻うなぎ弁当（松） 3,800円

EXPASA浜名湖（集約） テイクアウト 浜松餃子浜太郎 浜太郎 浜松餃子（6個入） 540円

EXPASA浜名湖（集約） テイクアウト サーティワンアイスクリーム

スモールダブルカップ 560円

スモールダブルコーン 600円

新城PA(下） フードコート 門前そば山彦

野菜天丼 580円

海老天丼 780円

天ぷらぶっかけきしめん 600円

NEOPASA駿河湾沼津(上) テイクアウト 富士山高原いでぼく

ジャージークレープ

600円
ホイップクレープチョコバナナ

NEOPASA駿河湾沼津(上) テイクアウト 三八 富士宮やきそば 600円

NEOPASA駿河湾沼津(上) テイクアウト 鶏膳 からあげ（５個入り） 500円

NEOPASA駿河湾沼津(上) テイクアウト Cow Resort マスカルポーネパンケーキ 400円

NEOPASA駿河湾沼津(下) カフェ 上島珈琲店 Ｂ・Ｌ・Ｔサンドセット 853円

NEOPASA駿河湾沼津(下) ベーカリー 駿河ベーカリー＆カフェ たみこバーガー 300円

NEOPASA駿河湾沼津(下) レストラン しおや 厚切りしおや弁当 1,400円

NEOPASA清水（集約） フードコート PIZZA-LA EXPRESS いでぼくのソフトクリーム 410円

NEOPASA清水（集約） フードコート 宮武讃岐製麺所 ぶっかけうどん 500円

NEOPASA清水（集約） フードコート 大かまど飯 丼ぶり 寅福 ネギ塩豚カルビ丼 850円

NEOPASA清水（集約） フードコート らーめん 華菜樓 冷やし中華 820円

NEOPASA清水（集約） フードコート 明洞食堂 明洞スンドゥブ 860円

NEOPASA清水（集約） フードコート 伝説のすた丼屋 すたから弁当 700円

NEOPASA清水（集約） カフェ KUSHITANI CAFÉ ホットドック フレンチマスタード 648円

NEOPASA清水（集約）
スーベニア
（テイクアウト）

富士旬粋
（テイクアウトコーナー）

清水もつカレー 509円
※ライスは付
いてません

NEOPASA静岡(上) フードコート とんかつ 新宿さぼてん 三元豚ロースかつ弁当 1,000円

NEOPASA静岡(上) フードコート 西安餃子 特選やわらかヒレかつ弁当 1,100円

NEOPASA静岡(上) テイクアウト Milk Factory ブルーベリーヨーグルトスムージー 700円

NEOPASA静岡(上) テイクアウト やきそ番長 富士宮焼きそば 550円

NEOPASA静岡(下) ベーカリー サンエトワール
プレミアムメロンパン

313円
プレミアムプリンパン

NEOPASA静岡(下) テイクアウト 富士山高原いでぼく ストロベリーサンデー 650円



藤枝PA(下) フードコート ラーメン魁力屋 お持ち帰りラーメン 650円

掛川PA(上) フードコート そば処 吉野家 牛丼（並） 423円

掛川PA(下) フードコート 松軒中華食堂 炒飯 550円

掛川PA(下) フードコート とんかつ定食 松のや ロースかつ定食 590円

掛川PA(下) フードコート 松屋 牛めし 350円

遠州森町PA(上) フードコート もりかけ庵 海老天丼 900円

遠州森町PA(下) フードコート のっけどん

厚かつ丼 900円

ソース厚かつ丼 900円

天とじ丼 850円

NEOPASA浜松(上) ベーカリー サンエトワール プレミアムメロンパン 313円

NEOPASA浜松(上) フードコート 鶏三和 香草美水鶏親子丼 843円

NEOPASA浜松(上) フードコート 石松ぎょうざ 焼餃子（１０個） 630円

NEOPASA浜松(上) カフェ 上島珈琲店

B・L・Tサンドwithチーズエッグ
単品 583円

サラダセット 1080円

メロンクリームソーダ
Lサイズ 745円
Rサイズ 626円

NEOPASA浜松(上) サービス ドライバーズ･スポット天神屋 しぞーかおでん 120円

NEOPASA浜松(上) テイクアウト Peco 黒蜜安倍川きなこサンデー 530円 8/23～

NEOPASA浜松(上) テイクアウト 雷神 牛ステーキ串 650円

NEOPASA浜松(下) ベーカリー ハースブラウン プレミアムメロンパン 313円

NEOPASA浜松(下) フードコート 浜松餃子とラーメン浜北軒 浜松餃子5個 420円

NEOPASA浜松(下) フードコート うな濱 浜名湖産うな丼 3,110円

NEOPASA浜松(下) フードコート 自家製麵うどん 天つるり 天ぷら＆おにぎり

天ぷら140円～

おにぎり140円～

NEOPASA浜松(下) フードコート ステーキの店 黒煉瓦 オムハヤシライス 961円

NEOPASA浜松(下) サービス ドライバーズ･スポット天神屋 しぞーかおでん 120円

NEOPASA浜松(下) フードコート かつ丼・トンテキ とん楽 ソースかつ丼 918円

NEOPASA浜松(下) カフェ 上島珈琲店

B・L・Tサンドwithチーズエッグ
単品 583円

サラダセット 1080円

メロンクリームソーダ
Lサイズ 745円
Rサイズ 626円

※メニュー内容、価格等については予告なく変更となる場合がございます。

※各エリア営業時間については各SAPAページをご参照ください。


