
別紙

NEOPASA駿河湾沼津　上り ※記載のない場合価格はすべて税込表示

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

沼津・村の駅
4月14日～4月21日

（売切れ次第終了）

記念商品の販売

3,900円セット（サンキューセット）2種 限定販売！

4,366円（税抜）相当を3,900円（税抜）で販売（各限定39セット）

沼津・村の駅 4月14日～（売切れ次第終了）

記念メニューの販売

テイクアウト「丼屋とと丸」にて10周年記念限定商品の販売

・お祝いとと丸10種花チラシ

・贅沢まぐろ10貫握り

おさかな丼屋

とと丸食堂

4月17日～5月8日

（売切れ次第終了）

記念メニューの販売

10種類の海鮮を豪勢に盛り付けた総重量1kgの「豪華とと丸頂上丼」を販

売！

から揚げ匠カレー 4月17日～5月31日
記念サービスの実施

ライス大盛り　通常価格100円⇒限定価格10円

かもめの台所 4月17日～5月31日
記念サービスの実施

ライス大盛り　通常価格100円⇒限定価格10円

駿河庵 4月17日～5月31日

記念サービスの実施

海老天ぷら　通常価格150円⇒限定価格100円

うどん・そば大盛り　通常価格100円⇒限定価格10円

※セット小丼は対象外

駿州醤油らーめん

一滴家
4月17日～5月31日

記念サービスの実施

ラーメン大盛り　通常価格100円⇒限定価格10円

富士山高原

いでぼく
4月17日～5月31日

記念サービスの実施

牛乳各種特別価格で販売

いでぼく牛乳　通常価格200円⇒限定価格180円

ジャージー牛乳　通常価格260円⇒限定価格240円

ブラウン牛乳　通常価格310円⇒限定価格280円

※提供は紙コップとなります

みるく舎

～いでぼく～
4月17日～5月31日

記念サービスの実施

スムージー各種　通常価格より10％OFF！

富士宮やきそば

鶏膳
4月14日～9月30日

記念サービスの実施

手作りジャンボ肉巻き串　通常価格650円⇒限定価格600円

※1日10本限定

富士宮やきそば

鶏膳
4月14日～9月30日

記念サービスの実施

手作りジャンボ肉巻き串（チーズトッピング）通常価格750円⇒限定価格

700円

※1日10本限定

新東名10周年記念サービス一覧（2022年5月9日時点）



NEOPASA駿河湾沼津　上り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

海鮮ちぎり揚げ専門店

外花屋
4月28日～5月8日

記念メニューの販売

沼津・村の駅コラボ限定商品「激辛ツンから節たこ焼き」（600円）販売！

家族庵

～Family~

4月28日～

（売切れ次第終了）

復刻メニューの販売

『駿河湾産桜えびの卵とじ丼セット　季節の甘味つき』販売！

PET PARADISE 4月9日～4月17日

記念サービスの実施

11,000円以上お買い上げ頂くとお会計から１０％OFF！

（セール品・ケア用品・フード対象外）

PET PARADISE 4月9日～4月17日

記念サービスの実施

5,500円以上お買い上げ頂くとお会計から５%OFF！

（セール品・ケア用品・フード対象外）

※画像はイメージです

ミニストップ 4月17日～5月31日

記念商品の販売

特別福袋「100円菓子アソート福袋（10個入り）」　756円

※1日10袋限定

ドライバーズ・スポット

天神屋
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

おでん10本以上お買い上げで1本サービス

IZONE　NEW　YORK
4月25日～5月31日

(在庫なくなり次第終了)

記念サービスの実施

期間中¥19,800以上お買い上げの方にノベルティをプレゼント



NEOPASA駿河湾沼津　下り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

伊豆・村の駅
4月14日～

（売切れ次第終了）

記念メニューの販売

テイクアウト「丼屋とと丸」にて10周年記念限定商品の販売

・お祝いとと丸10種花チラシ

・贅沢まぐろ10貫握り

麵屋　道神 4月28日～5月31日
復刻メニューの販売

「復刻道神醤油ラーメン」販売！

出汁うどん沼津そば

さかい庵
4月28日～5月31日

復刻メニュー

「納豆・オクラ・トロロのネバトロ温玉混ぜうどん」販売！

海の幸と山の幸

するが食堂
4月28日～5月31日

復刻メニュー

「漬けマグロ・赤身・たたきの三色丼」販売！

ミニストップ 4月17日～5月31日

記念商品の販売

特別福袋「100円菓子アソート福袋（10個入り）」　756円

※1日10袋限定

ドライバーズ・スポット

天神屋
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

おでん10本以上お買い上げで1本サービス

ハンバーグレストラン

びっくりドンキー
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

北海道ミニソフト通常価格200円⇒限定価格100円

駿河ベーカリー＆カフェ 5月9日～5月31日
記念サービスの実施

「THE　メロンパン」通常価格より10％OFF！

ササキフーズ（屋外） ４月23日～5月9日
記念商品の販売

100円お楽しみ商品の販売（かき氷・チョコバナナ・綿あめ）



NEOPASA清水 ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

明洞食堂 4月28日～5月31日 記念メニュー「牛カルビスンドゥブ」990円　販売

らーめん　華菜楼 4月28日～5月31日 記念メニュー「全部のせ清水醤油ラーメン」950円　販売

大かまど飯 丼ぶり 寅福 4月28日～5月31日 記念メニュー「清水まぐろマシマシ豪快丼」1,700円　販売

宮武讃岐製麺所 4月28日～5月31日 記念メニュー「大辛　胡麻だれつけ蕎麦」1,080円販売

PIZZA-LA EXPRESS 4月28日～5月31日 「メガ盛りポテト」ゴールデンウィーク特別価格　500円で販売

鉄板焼 鐵一 4月28日～5月31日 記念メニュー「たこせん」250円　販売

伝説のすた丼屋 4月28日～5月8日
記念サービスの実施

すた丼＆唐揚げセット　通常価格1,166円⇒限定価格1,000円

KUSHITANI

PERFORMANCE

STORE

4月16日～17日

記念イベントの開催

10周年記念　ガラポン抽選会

NEOPASA清水（集約）内でのお買い物レシート合計3,000円以上で1

回、楽しい景品が当たるガラポン抽選会に参加できます！（レシート合算は

可、抽選はおひとりさま1回まで）

実施時間：12時～16時

KUSHITANI

CAFÉ
4月28日～5月31日

記念サービスの実施

コーヒー豆（ポンポン、クロスビー）ご購入のお客さま

クシタニカフェコーヒーチケットプレゼント！

ミチドンキ 4月28日～5月8日

記念サービスの実施

当店でお買い上げのお客さまに100円OFFクーポンプレゼント！

※クーポンは500円（税抜）以上お買い上げ時に使用可

倭物やカヤ

①4月17～日

（売切れ次第終了）

②4月28日～

（売切れ次第終了）

記念商品の販売・記念サービスの実施

①もったいない袋（訳あり品福袋）1,000円・2,000円・5,000円

※数量限定

②ゴールデンウィークセール　扇子一部半額



NEOPASA清水 ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

グラニフ
①4月15日～5月8日

②4月18日～5月8日

記念サービスの実施

①ギフトラッピング無料キャンペーン

②キッズTシャツプレゼント企画

　キッズ商品2点購入の方にキッズTシャツ1枚プレゼント！

　※プレゼントするＴシャツは種類指定があります

31BRIGHT 4月14日～5月15日
記念サービスの実施

一部レディース商品　10％～30％OFF！

※画像はイメージです



NEOPASA静岡　上り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

西安餃子 4月14日～
記念メニューの販売

浜松餃子5個＆唐揚げ5個セット　650円

とんかつ

新宿さぼてん
4月14日～

記念メニューの販売

10個のごろごろかつソース丼　1,000円

焼津丸 4月14日～
記念メニューの販売

鉄10丼　1500円

つるこし 4月14日～
記念メニューの販売

ねぎ10倍！ごまねぎうどん　680円

しずおかマルシェ
4月14日～

(売切れ次第終了）

記念商品の販売

・安倍川もち　新東名１０周年オリジナルパッケージ商品の販売（3,000個

限定）

・新東名10周年記念詰め合わせセットの販売

IPPUDO　RAMEN

EXPRESS

4月14日～5月中旬

※4月29日～5月8日は販売中

止

記念メニューの販売

ごめんね。ジロー　990円

タリーズコーヒー 5月9日～6月中旬
記念商品の販売

TULLY'S COFFEEオリジナルギフト詰め合わせ

Milk Factory

4月16日～9月30日

※4月29日～5月8日は販売中

止

復刻メニューの販売

ミルクプリンソフトパフェ  690円

いちごミルク  500円

やきそ番長 5月10日～

記念メニューの販売

通常価格1,２０0円⇒限定価格1,000円

※毎月10日限定

デイリーヤマザキ 5月10日～9月10日

記念商品の販売

パン和洋菓子詰め合わせを1日10個限定販売

※毎月10日限定

ドライバーズ・スポット

天神屋
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

おでん10本以上お買い上げで1本サービス



NEOPASA静岡　下り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

炙ラーメン明 5月10日～

記念サービスの実施

毎月10・20・30日　全品大盛無料

※1日限定100名さま

欽太郎うどん 4月16日～

記念メニューの販売

・富士ざるそば（1,000円）土日祝日のみ1日10食限定販売

欽太郎うどん 5月10日～
記念サービスの実施

・毎月10・20・30日　全品大盛無料

　※1日限定100名さま

めし処 壱丁田

明治屋食堂
5月10日～5月22日

記念サービスの実施

お食事をご利用のお客さまに＋10円ポテトをサービス

しずおかマルシェ
4月14日～

(売切れ次第終了）

記念商品の販売

・安倍川もち　新東名１０周年オリジナルパッケージ商品の販売（3,000個

限定）

・新東名10周年記念詰め合わせセットの販売

サンエトワール 4月14日～
記念メニューの販売

新東名開通刻印いりプレミアムあんぱん（抹茶風味ホイップ使用）281円

富士山高原

いでぼく
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

牛乳各種特別価格

いでぼく牛乳　通常価格200円⇒限定価格180円

ジャージー牛乳　通常価格260円⇒限定価格240円

ブラウン牛乳　通常価格310円⇒限定価格280円

※提供は紙コップとなります

IZONE　NEW　YORK
4月25日～5月31日

（在庫なくなり次第終了）

記念サービスの実施

1回のお会計が19,800円以上で、ノベルティプレゼント

デイリーヤマザキ 5月10日～9月10日

記念商品の販売

パン和洋菓子詰め合わせを1日10個限定販売

※毎月１０日限定

ドライバーズ・スポット

天神屋
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

おでん10本以上お買い上げで1本サービス



掛川PA　上り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

デイリーヤマザキ 5月10日～9月10日

記念商品の販売

パン和洋菓子詰め合わせを1日10個限定販売

※毎月10日限定

掛川PA　下り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

かけがわ名産街 5月10日～5月19日

記念サービスの実施

掛川メロンパン3個入り 600円(税込)

※1日10個限定

遠州森町ＰＡ上り
店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

4月14日～5月8日
記念サービスの実施

もちふわ抹茶クリーム大福3個パック　750円を特別価格700円で販売

4月14日～5月31日
記念サービスの実施

おさだ製茶・石田製茶　茎茶を期間限定で増量販売

遠州森町ＰＡ下り
店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

4月14日～5月8日
記念サービスの実施

もちふわ抹茶クリーム大福3個パック　750円を特別価格700円で販売

4月14日～5月31日
記念サービスの実施

おさだ製茶・石田製茶　茎茶を期間限定で増量販売

デイリーヤマザキ 5月10日～9月10日

記念商品の販売

パン和洋菓子詰め合わせを1日10個販売　500円

※毎月10日限定

遠州お土産処

あおい屋

森の楽市茶屋



NEOPASA浜松　上り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

鶏三和 4月16日~5月31日
記念メニューの販売

期間限定メニュー「名古屋コーチン八丁味噌親子丼」1,000円

肉つけうどん＆丼ぶり

はまきた食堂
4月16日~6月30日

記念メニューの販売

期間限定メニュー「浜北うどんセット」　1,500円

陳健一監修

中華の鉄人
4月16日~4月30日

記念サービスの実施

「白湯麵とミニ麻婆丼セット」1,300円

「白湯麵とミニチャーシュー丼セット」1,400円

上記セットをご注文のお客さま、通常300円のタピオカを1杯プレゼント♪

石松ぎょうざ 4月16日~5月31日

記念サービスの実施

「石松餃子15個定食」　1,320円

上記商品をご注文のお客さま、揚げ餃子2個プレゼント♪

4月16日~5月31日

記念メニューの販売

期間限定メニュー「三ケ日みかんバウムクーヘン」　900円

対象ドリンクとのセットメニュー ※イートイン限定

4月16日~5月31日

記念サービスの実施

期間限定で以下商品が10％OFF！

・ミルク珈琲ベース(600ml)

・上島珈琲ブレンド(250g)

・上島珈琲店ネルドリップコーヒー無糖(1000ml)

4月16日~

(売切れ次第終了）

記念商品の販売

期間限定商品「春華堂　お楽しみ福袋」　1,080円

4月16日~

(売切れ次第終了）

記念商品の販売

期間限定商品「こっこトクトクセット」　1,000円

Peco 4月16日~5月31日
記念メニューの販売

期間限定商品「レアチーズケーキとブルーベリーのミニパフェ」　630円

上島珈琲店

遠鉄マルシェ



NEOPASA浜松　上り ※記載のない場合価格はすべて税込

店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

雷神 4月16日~5月31日

記念サービスの実施

たこ焼き　30円引き

通常580円→550円に

サンエトワール 4月16日~5月31日

記念メニューの販売

新東名開通10周年 焼き印入り

プレミアムあんぱん(抹茶風味ホイップ使用)　259円

ミニストップ 4月16日~5月31日

記念商品の販売

特別福袋「100円菓子アソート福袋（10個入り）」　756円

※1日10袋限定

ドライバーズ・スポット

天神屋
4月16日~5月31日

記念サービスの実施

おでん10本以上お買い上げで1本サービス

NEOPASA浜松　下り
店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

うな濱 4月15日～5月31日

記念メニューの販売

期間限定商品「10周年メニューうな重（十）」　2,970円

※1日１０食限定

自家製麺うどん 天つるり 4月15日～5月31日
記念メニューの販売

期間限定商品「ぷりっぷりの海老と貝柱の天丼」　979円

4月16日～5月31日

記念メニューの販売

期間限定メニュー「三ケ日みかんバウムクーヘン」　900円

対象ドリンクとのセットメニュー ※イートイン限定

4月16日～5月31日

記念サービスの実施

期間限定で以下商品が10％OFF！

・ミルク珈琲ベース(600ml)

・上島珈琲ブレンド(250g)

・上島珈琲店ネルドリップコーヒー無糖(1000ml)

風の牧場てんてん 4月16日～5月31日

記念サービスの実施

ソーダ水　50円引き

通常350円→300円に

風神 4月16日～5月31日

記念サービスの実施

たこ焼き　30円引き

通常580円→550円に

上島珈琲店



NEOPASA浜松　下り
店舗名 実施期間 内容 写真・イメージ

4月16日～

（売切れ次第終了）

記念商品の販売

期間限定商品「春華堂　お楽しみ福袋」　1,080円

4月16日～

（売切れ次第終了）

記念商品の販売

期間限定商品「こっこトクトクセット」　1,000円

ハースブラウン 4月16日～5月31日

記念メニューの販売

新東名開通10周年 焼き印入り

プレミアムあんぱん(抹茶風味ホイップ使用)　259円

ミニストップ 4月16日～5月31日

記念商品の販売

特別福袋「100円菓子アソート福袋（10個入り）」　756円

※1日10袋限定

ドライバーズ・スポット

天神屋
4月16日～5月31日

記念サービスの実施

おでん10本以上お買い上げで1本サービス

遠鉄マルシェ


