
【ご利用上の注意】●とくに記載がない場合、お申込み1回につき1名様（申込者ご本人様）の利用に限ります。●他の割引券等との併用はできません。●表示は税込価格です。

＜SA・PA優待特典一覧＞　対象期間：2019年4月26日（金）～2019年11月30日（土）

路線名 エリア名 店舗・コーナー名 特典サービス内容 提供時間

中央道 石川PA（上） 第二スナック 肉巻にぎり串　30円引き 7:00～21:00

中央道 石川PA（下） テイクアウトコーナー ソフトクリーム各種　30円引き 7:00～20:00

中央道 藤野PA（上） モスバーガー バーガー類をご購入のお客さま、ポテトSを1つサービス 7:00～23:00

中央道 談合坂SA（上） レストラン ホットorアイスコーヒー1杯サービス 11:00～22:00

中央道 谷村PA（上） ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き 7:30～20:00

中央道 谷村PA（下） スーベニア 1,000円以上お買上で、ペットボトル（富士桜命水）500ml１本サービス 7:30～19:30

中央道 初狩PA（上） スナック ショッピングコーナーにて商品お買上で、ホットコーヒー「タンザニア300円」を50円引き 7:00～22:00

中央道 初狩PA（下） ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き 7:00～21:00

中央道 釈迦堂PA（上） テイクアウト(山梨フルーツ王国) 桔梗信玄ソフト一巻き増量 7:00～22:00

中央道 釈迦堂PA（下） ショッピング ホットコーヒー　50円引き 6:30～22:00

中央道 境川PA（上） フードコート ホットコーヒー1杯100円で提供 7:00～22:00

中央道 双葉SA（下） フードコート コーヒー　50円引き（100円で提供） 24Ｈ

中央道 八ヶ岳PA（上） フードコート ネルドリップ　各種50円引き 7:00～22:00

中央道 八ヶ岳PA（下） ショッピング ネルドリップ　各種50円引き 6:00～22:00

中央道 中央道原PA（上） ショッピング ソフトクリーム　60円引き（300円で提供） 7:00～22:00

中央道 中央道原PA（下） ショッピング コーヒー　50円引き（50円で提供） 7:00～21:00

中央道 諏訪湖SA（上） レストラン お食事ご注文で、コーヒーor紅茶（ホットorアイス）を1杯サービス
11:00～21:00

（ラストオーダー20:30）

中央道 諏訪湖SA（下） フードコート ソフトクリーム　50円引き（310円で提供） 24Ｈ

中央道 辰野PA（上） ショッピング ホット＆アイスドリンク　50円引き 7:00～20:00

中央道 辰野PA（下） ショッピング ホットコーヒー　30円引き 24Ｈ

長野道 みどり湖PA（上） スナックコーナー お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス 7:00～20:00

長野道 みどり湖PA（下） スナックコーナー お食事ご注文で、オレンジジュースor烏龍茶1杯サービス 7:00～20:00

東名 港北PA（上） デイリーヤマザキ コロンビアコーヒー　半額 24H

東名 港北PA（下） 横浜亭 ホット・アイスコーヒー　50円引き 7:00～19:00

東名 海老名SA（上） M1プレート ライス大盛り無料（オムライス系を除く） 24H

東名 海老名SA（上） 東西逸品こみち 海老名限定クリアファイルプレゼント 24H

東名 海老名SA（上） ラーメン専門店ザボン ラーメン大盛無料サービス 24Ｈ

東名 海老名SA（上） 海鮮丼がってん寿司 ドリンク1杯サービス 24Ｈ

東名 海老名SA（上） 頑固市場海老名SA店 2,000円以上お買上で、厳選ミニギフトプレゼント 24H

東名 海老名SA（下） 蔵市 ホット・アイスコーヒー　50円引き 24H

東名 中井PA（下） 中井食堂 お食事ご注文で、富士山の水を1本プレゼント 24H

東名 鮎沢PA（上） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 24H

東名 鮎沢PA（下） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 7:00～19:30

東名 足柄SA（上） 足柄麺宿上り線 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H

東名 足柄SA（上） いでぼく クレープお買上で、試飲カップで牛乳サービス
3月～11月　8:00～20:00

12月～2月　8:00～19:00

東名 足柄SA（下） らぽっぽ 540円以上お買上で、お会計金額より10％OFF 7:00～20:00

東名 足柄SA（下） くくる 540円以上お買上で、お会計金額より10％OFF 7:00～19:00

東名 足柄SA（下） 足柄麺宿下り線 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H

東名 足柄SA（下） 足柄浪漫館 金時湯利用料金　10%OFF　※1回につき2名さま迄利用可、他の割引券との併用不可 12:00～翌10:00

東名 駒門PA（上） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 7:30～19:00

東名 駒門PA（下） ファクトリーストア 1,000円以上お買上で、ペットボトル飲料（500ｍｌ）プレゼント 9:00～21:00

東名 愛鷹PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、カップコーヒー1杯プレゼント 8:00～20:00

東名 愛鷹PA（下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、カップコーヒー1杯プレゼント 8:00～20:00

東名 富士川SA（上） 天丼てんや お食事ご注文で、ペットボトルお茶1本プレゼント 9:00～21:00

東名 富士川SA（上） JUNE 3,000円以上お買上で、全品10%OFFサービス 10:00～19:00

東名 富士川SA（上） mori-kun ソフトクリーム各種　50円引き 9:00～19:00

東名 富士川SA（上） 富士川べーカリー アイスコーヒー　30円引き 7:30～19:30

東名 由比PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買い物で、ミニ缶飲料プレゼント 8:00～20:00

東名 日本平PA（上） フードコート・ショッピングコーナー ソフトクリーム　50円引き　※お連れ様も利用可 24H

東名 日本平PA（下） ショッピングコーナー ソフトクリーム　30円引き 7:00～22:00

東名 日本坂PA（上） フードコート ソフトクリーム　50円引き　※お連れ様も利用可 7:30～20:00

東名 日本坂PA（上） 焼津さかな工房
黒はんぺんフライ　通常2枚100円→3枚100円で提供サービス

まぐろメンチ　30円引き（100円で提供）　※お連れさまも利用可
7:30～20:00

東名 日本坂PA（下） 炙り家 各種ラーメンをお買上で、味付け玉子1個プレゼント 7:00～22:00

東名 牧之原SA（上） MUC COFFEE ROASTERS MCRブレンド（レギュラー）・アイスコーヒー（レギュラー）　50円引き 8:00～19:00

東名 牧之原SA（下） おふくろ亭 1,000円以上お買上げで、お会計より100円引き 24H

小田原厚木道 小田原PA（下） ハイウェイショップ小田原 ホットコーヒー100円引き 6:00～19:30

小田原厚木道 大磯PA（上） フードコート ソフトドリンク（Mサイズ）　50円引き 6:00～22:00

西湘バイパス 西湘PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、お茶PETプレゼント 8:00～19:00

西湘バイパス 西湘PA（下） スナックコーナー ソフトクリーム　50円引き（但し、クレミアは除く） 8:00～19:00

優待特典のご利用にあたっては、各店舗にツーリングプランの「お申込み完了メール」をご提示ください。

（タブレット・スマートフォン画面、又はプリントアウトしたものをご提示ください）

東名・中央道・中部横断道コース ワイド 



【ご利用上の注意】●とくに記載がない場合、お申込み1回につき1名様（申込者ご本人様）の利用に限ります。●他の割引券等との併用はできません。●表示は税込価格です。

＜SA・PA優待特典一覧＞　対象期間：2019年4月26日（金）～2019年11月30日（土）

路線名 エリア名 店舗・コーナー名 特典サービス内容 提供時間

優待特典のご利用にあたっては、各店舗にツーリングプランの「お申込み完了メール」をご提示ください。

（タブレット・スマートフォン画面、又はプリントアウトしたものをご提示ください）

中央道 石川PA（上） 第二スナック 肉巻にぎり串　30円引き 7:00～21:00

中央道 石川PA（下） テイクアウトコーナー ソフトクリーム各種　30円引き 7:00～20:00

中央道 藤野PA（上） モスバーガー バーガー類をご購入のお客さま、ポテトSを1つサービス 7:00～23:00

中央道 談合坂SA（上） レストラン ホットorアイスコーヒー1杯サービス 11:00～22:00

中央道 谷村PA（上） ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き 7:30～20:00

中央道 谷村PA（下） スーベニア 1,000円以上お買上で、ペットボトル（富士桜命水）500ml１本サービス 7:30～19:30

中央道 初狩PA（上） スナック ショッピングコーナーにて商品お買上で、ホットコーヒー「タンザニア300円」を50円引き 7:00～22:00

中央道 初狩PA（下） ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き 7:00～21:00

中央道 釈迦堂PA（上） テイクアウト(山梨フルーツ王国) 桔梗信玄ソフト一巻き増量 7:00～22:00

中央道 釈迦堂PA（下） ショッピング ホットコーヒー　50円引き 6:30～22:00

中央道 境川PA（上） フードコート ホットコーヒー1杯100円で提供 7:00～22:00

中央道 双葉SA（下） フードコート コーヒー　50円引き（100円で提供） 24Ｈ

東名 港北PA（上） デイリーヤマザキ コロンビアコーヒー　半額 24H

東名 港北PA（下） 横浜亭 ホット・アイスコーヒー　50円引き 7:00～19:00

東名 海老名SA（上） M1プレート ライス大盛り無料（オムライス系を除く） 24H

東名 海老名SA（上） 東西逸品こみち 海老名限定クリアファイルプレゼント 24H

東名 海老名SA（上） ラーメン専門店ザボン ラーメン大盛無料サービス 24Ｈ

東名 海老名SA（上） 海鮮丼がってん寿司 ドリンク1杯サービス 24Ｈ

東名 海老名SA（上） 頑固市場海老名SA店 2,000円以上お買上で、厳選ミニギフトプレゼント 24H

東名 海老名SA（下） 蔵市 ホット・アイスコーヒー　50円引き 24H

東名 中井PA（下） 中井食堂 お食事ご注文で、富士山の水を1本プレゼント 24H

東名 鮎沢PA（上） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 24H

東名 鮎沢PA（下） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 7:00～19:30

東名 足柄SA（上） 足柄麺宿上り線 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H

東名 足柄SA（上） いでぼく クレープお買上で、試飲カップで牛乳サービス
3月～11月　8:00～20:00

12月～2月　8:00～19:00

東名 足柄SA（下） らぽっぽ 540円以上お買上で、お会計金額より10％OFF 7:00～20:00

東名 足柄SA（下） くくる 540円以上お買上で、お会計金額より10％OFF 7:00～19:00

東名 足柄SA（下） 足柄麺宿下り線 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H

東名 足柄SA（下） 足柄浪漫館 金時湯利用料金　10%OFF　※1回につき2名さま迄利用可、他の割引券との併用不可 12:00～翌10:00

東名 駒門PA（上） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 7:30～19:00

東名 駒門PA（下） ファクトリーストア 1,000円以上お買上で、ペットボトル飲料（500ｍｌ）プレゼント 9:00～21:00

東名 愛鷹PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、カップコーヒー1杯プレゼント 8:00～20:00

東名 愛鷹PA（下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、カップコーヒー1杯プレゼント 8:00～20:00

東名 富士川SA（上） 天丼てんや お食事ご注文で、ペットボトルお茶1本プレゼント 9:00～21:00

東名 富士川SA（上） JUNE 3,000円以上お買上で、全品10%OFFサービス 10:00～19:00

東名 富士川SA（上） mori-kun ソフトクリーム各種　50円引き 9:00～19:00

東名 富士川SA（上） 富士川べーカリー アイスコーヒー　30円引き 7:30～19:30

東名 由比PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買い物で、ミニ缶飲料プレゼント 8:00～20:00

東名 日本平PA（上） フードコート・ショッピングコーナー ソフトクリーム　50円引き　※お連れ様も利用可 24H

東名 日本平PA（下） ショッピングコーナー ソフトクリーム　30円引き 7:00～22:00

小田原厚木道 小田原PA（下） ハイウェイショップ小田原 ホットコーヒー100円引き 6:00～19:30

小田原厚木道 大磯PA（上） フードコート ソフトドリンク（Mサイズ）　50円引き 6:00～22:00

西湘バイパス 西湘PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、お茶PETプレゼント 8:00～19:00

西湘バイパス 西湘PA（下） スナックコーナー ソフトクリーム　50円引き（但し、クレミアは除く） 8:00～19:00

東名・中央道・中部横断道コース ミニ
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中央道 谷村PA（上） ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き 7:30～20:00

中央道 谷村PA（下） スーベニア 1,000円以上お買上で、ペットボトル（富士桜命水）500ml１本サービス 7:30～19:30

中央道 初狩PA（上） スナック ショッピングコーナーにて商品お買上で、ホットコーヒー「タンザニア300円」を50円引き 7:00～22:00

中央道 初狩PA（下） ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き 7:00～21:00

中央道 釈迦堂PA（上） テイクアウト(山梨フルーツ王国) 桔梗信玄ソフト一巻き増量 7:00～22:00

中央道 釈迦堂PA（下） ショッピング ホットコーヒー　50円引き 6:30～22:00

中央道 境川PA（上） フードコート ホットコーヒー1杯100円で提供 7:00～22:00

中央道 双葉SA（下） フードコート コーヒー　50円引き（100円で提供） 24Ｈ

中央道 八ヶ岳PA（上） フードコート ネルドリップ　各種50円引き 7:00～22:00

中央道 八ヶ岳PA（下） ショッピング ネルドリップ　各種50円引き 6:00～22:00

中央道 中央道原PA（上） ショッピング ソフトクリーム　60円引き（300円で提供） 7:00～22:00

中央道 中央道原PA（下） ショッピング コーヒー　50円引き（50円で提供） 7:00～21:00

中央道 諏訪湖SA（上） レストラン お食事ご注文で、コーヒーor紅茶（ホットorアイス）を1杯サービス
11:00～21:00

（ラストオーダー20:30）

中央道 諏訪湖SA（下） フードコート ソフトクリーム　50円引き（310円で提供） 24Ｈ

中央道 辰野PA（上） ショッピング ホット＆アイスドリンク　50円引き 7:00～20:00

中央道 辰野PA（下） ショッピング ホットコーヒー　30円引き 24Ｈ

中央道 神坂PA（上） スナックコーナー コーヒー　50円引き（100円で提供） 8:00～20:00

中央道 神坂PA （下） スナックコーナー コーヒー　50円引き（100円で提供） 8:00～20:00

中央道 恵那峡SA（上） カワセミベーカリー パンお買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～21:00

中央道 恵那峡SA（下） ショッピングコーナー 2,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 24ｈ

中央道 屏風山PA（下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 8:00～20:00

中央道 虎渓山PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～20:00

中央道 内津峠PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～21:00

中央道 内津峠PA （下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 7:30～20:30

東名 駒門PA（上） フードコート アメリカンドッ君　50円引き（200円で提供） 7:30～19:00

東名 駒門PA（下） ファクトリーストア 1,000円以上お買上で、ペットボトル飲料（500ｍｌ）プレゼント 9:00～21:00

東名 愛鷹PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、カップコーヒー1杯プレゼント 8:00～20:00

東名 愛鷹PA（下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、カップコーヒー1杯プレゼント 8:00～20:00

東名 富士川SA（上） 天丼てんや お食事ご注文で、ペットボトルお茶1本プレゼント 9:00～21:00

東名 富士川SA（上） JUNE 3,000円以上お買上で、全品10%OFFサービス 10:00～19:00

東名 富士川SA（上） mori-kun ソフトクリーム各種　50円引き 9:00～19:00

東名 富士川SA（上） 富士川べーカリー アイスコーヒー　30円引き 7:30～19:30

東名 由比PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買い物で、ミニ缶飲料プレゼント 8:00～20:00

東名 日本平PA（上） フードコート・ショッピングコーナー ソフトクリーム　50円引き　※お連れ様も利用可 24H

東名 日本平PA（下） ショッピングコーナー ソフトクリーム　30円引き 7:00～22:00

東名 日本坂PA（上） フードコート ソフトクリーム　50円引き　※お連れ様も利用可 7:30～20:00

東名 日本坂PA（上） 焼津さかな工房
黒はんぺんフライ　通常2枚100円→3枚100円で提供サービス

まぐろメンチ　30円引き（100円で提供）　※お連れさまも利用可
7:30～20:00

東名 日本坂PA（下） 炙り家 各種ラーメンをお買上で、味付け玉子1個プレゼント 7:00～22:00

東名 牧之原SA（上） MUC COFFEE ROASTERS MCRブレンド（レギュラー）・アイスコーヒー（レギュラー）　50円引き 8:00～19:00

東名 牧之原SA（下） おふくろ亭 1,000円以上お買上げで、お会計より100円引き 24H

東名 小笠PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上げで、コーヒー1杯サービス　※他の割引券との併用はできません 7:00～24:00

東名 小笠PA（下） 鐘庵 「ハンバーグ定食」ご注文で、納豆1個プレゼント 7:00～24:00

東名 小笠PA（下） ショッピングコーナー プレミアムメロンパン（5個セット）　150円引き 7:00～24:00

東名 遠州豊田PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上げで、缶飲料1本プレゼント 8:00～20:00

東名 遠州豊田PA（下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上げで、缶飲料1本プレゼント 8:00～20:00

東名 三方原PA（下） 三方原茶屋
500円以上のお食事をご注文いただき、かつショッピンングコーナーにて1,000円以上お買上で

ドリップコーヒー（ホットorアイス）を一杯サービス
24H

東名 浜名湖SA集約 ショッピングコーナー 1000円以上お買上で、コーヒー（ホットorアイス）Ｍサイズを一杯サービス 24H

東名 新城PA（下） 門前そば山彦 お食事ご注文で、いなほ稲荷寿し（3ヶ入）1パックプレゼント
08:00～20:00

（ラストオーダー19:30）

東名 赤塚PA（上） ハイウェイショップ コーヒー 50円引き 7:00～22:00

東名 美合PA（上） スナックコーナー コーヒー 50円引き 7:00～20:00

東名 美合PA（下） 吉野家 お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス 24時間

東名 上郷SA（上） しゃちほこ本舗 愛知牛乳ソフトクリーム　50円引き 9:00～19:00

東名 上郷SA（上） スマイル珈琲 コーヒー　100円引き 7:00～19:00

東名 上郷SA（下） ショッピングコーナー ホットコーヒー　20円引き 24時間

東名 東郷PA（上） ショッピングコーナー ドリンク（缶・ペットボトル） 100円（指定ドリンク有り） 7:00～21:00

東名 東郷PA（下） スナックコーナー コーヒー 50円引き 7:00～21:00

東名 守山PA（上） スナックコーナー コーヒー 50円引き 7:00～21:00

東名 守山PA（下） スナックコーナー コーヒー 50円引き 7:00～21:00

名神 尾張一宮PA（下） マイ夢ガーデン138 ソフトクリーム　80円引き 7:00～21:00

新東名 長篠設楽原PA（上） フード味蔵 ソフトクリーム　30円引き 7:00～22:00

新東名 長篠設楽原PA（下） 長篠陣屋台 ソフトクリーム　50円引き 7:00～22:00

新東名 岡崎SA集約 MIKAWA　FOREST 味噌串カツ2本お買上で 50円引き 8:00～22:00

新東名 岡崎SA集約 かごの屋 お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス
11:00～21:00

（ラストオーダー20:30）

新東名 岡崎SA集約 三州岡崎宿 八丁味噌ソフト 50円引き 24時間

新東名 岡崎SA集約 パンのトラ 1,000円以上お買上で、「100円割引券」5枚進呈 6:00～20:00

新東名 岡崎SA集約 きっちんににぎ カップライス（レギュラーサイズ）50円引き 8:00～22:00

東名・中央道コース



【ご利用上の注意】●とくに記載がない場合、お申込み1回につき1名様（申込者ご本人様）の利用に限ります。●他の割引券等との併用はできません。●表示は税込価格です。

＜SA・PA優待特典一覧＞　対象期間：2019年4月26日（金）～2019年11月30日（土）

路線名 エリア名 店舗・コーナー名 特典サービス内容 提供時間

優待特典のご利用にあたっては、各店舗にツーリングプランの「お申込み完了メール」をご提示ください。

（タブレット・スマートフォン画面、又はプリントアウトしたものをご提示ください）

名神 多賀SA（上） でり家 セルフコーヒー　70円引き（50円で提供） 24ｈ

名神 多賀SA（下） 近江多賀亭 お食事ご注文で、ドリンク1杯サ－ビス 10:00～22:00

東名阪道 大山田PA（上） ショッピング カップコーヒー1杯プレゼント 7:00～20:00

東名阪道 大山田PA（下） ショッピング コ－ヒ－　30円引き 7:00～20:00

東名阪道 御在所SA（上） 彦兵衛 お食事ご注文で、ソフトドリンク1杯サービス 8:00～21:00

東名阪道 御在所SA（上） 味蔵 お食事ご注文で、ソフトドリンク1杯サービス 8:00～21:00

東名阪道 御在所SA（上） 焼丸 お食事ご注文で、ソフトドリンク1杯サービス 8:00～19:00

東名阪道 御在所SA（上） アンティーク お食事ご注文で、ソフトドリンク1杯サービス 8:00～19:00

東名阪道 御在所SA（下） いちよし ソフトクリーム　50円引き 8:00～20:00

東名阪道 御在所SA（下） むぎの蔵 パンお買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～19:00

東名阪道 御在所SA（下） とんとん食堂 とんてき丼肉増量 24時間

東名阪道 御在所SA（下） 吉平らーめん 麺大盛り無料 24時間

東名阪道 亀山PA（上） ショッピング 淹れたてコーヒー　50円引き 7:30～20:30

東名阪道 亀山PA（下） ショッピング カップコーヒー　50円引き 7:00～20:00

伊勢道 安濃SA（上） 安濃横丁 ドリンクMサイズ 又は　コーヒー　50円引き 6:00～25:00

伊勢道 安濃SA（下） テイクアウトコーナー ソフトクリーム各種　50円引き 6:00～18:00

伊勢道 嬉野PA（上） ショッピング イタリアンコーヒー　50円引き 8:00～19:00

伊勢道 嬉野PA（下） 特設スナックコーナー 大内山ソフトクリーム　50円引き 9:00～18:00

紀勢道 奥伊勢PA（上） ショッピング 3,000円以上お買上で、方言袋1枚プレゼント 8:30～19:00

紀勢道 奥伊勢PA（下） ショッピング 3,000円以上お買上で、方言袋1枚プレゼント 8:30～19:00

中央道 神坂PA（上） スナックコーナー コーヒー　50円引き（100円で提供） 8:00～20:00

中央道 神坂PA （下） スナックコーナー コーヒー　50円引き（100円で提供） 8:00～20:00

中央道 恵那峡SA（上） カワセミベーカリー パンお買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～21:00

中央道 恵那峡SA（下） ショッピングコーナー 2,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 24ｈ

中央道 屏風山PA（下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 8:00～20:00

中央道 虎渓山PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～20:00

中央道 内津峠PA（上） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 7:00～21:00

中央道 内津峠PA （下） ショッピングコーナー 1,000円以上お買上で、コーヒー1杯サービス 7:30～20:30

東名 守山PA（上） スナックコーナー コーヒー 50円引き 7:00～21:00

東名 守山PA（下） スナックコーナー コーヒー 50円引き 7:00～21:00

名神 尾張一宮PA（下） マイ夢ガーデン138 ソフトクリーム　80円引き 7:00～21:00

東海北陸道 関（上） 飛騨路の和食かごの屋 ソフトドリンク1杯サービス 11:00～21:00

東海北陸道 長良川（下） Food Court 美濃路KITCHEN ソフトクリーム　50円引き 24H

名神 養老SA（上） レストラン美濃三昧 お食事ご注文で、ソフトドリンクサービス 11:00～20:30

名神 伊吹PA（上） スナックコーナー 珈琲サービス 7:00～20:30

名神 多賀SA（上） でり家 セルフコーヒー　70円引き（50円で提供） 24ｈ

名神 多賀SA（下） 近江多賀亭 お食事ご注文で、ドリンク1杯サ－ビス 10:00～22:00

北陸道 呉羽PA（上） スーベニア コーヒー　50円引き（100円で提供） 7:00～20:00

北陸道 呉羽PA（下） フードコート コーヒー　50円引き（100円で提供） 7:00～20:00

北陸道 小矢部川SA（上） スーベニア レギュラーコーヒー1杯サービス 24H

北陸道 小矢部川SA（下） 白えび亭 白えび天丼をご注文で、フードコートのアイスブリュードコーヒーサービス 10:00～21:00

北陸道 不動寺PA（上） スーベニア コーヒー　50円引き（100円で提供） 7:00～20:00

北陸道 不動寺PA（下） スーベニア コーヒー　50円引き（100円で提供） 7:00～20:00

北陸道 徳光PA（上） スーベニア ホットコーヒー　50円引き（100円で提供） 7:00～19:30

北陸道 徳光PA（上） フードコート ソフトクリーム　80円引き（300円で提供） 7:00～19:30

北陸道 徳光PA（下） スーベニア ホットコーヒー　50円引き（100円で提供） 7:00～20:30

北陸道 徳光PA（下） フードコート ソフトクリーム　80円引き（300円で提供） 7:00～20:30

北陸道 尼御前SA（上） スーベニア 商品お買上で入浴剤2個プレゼント 24H

北陸道 尼御前SA（下） スーベニア 商品お買上で、 黄金のだし1袋進呈 24H

北陸道 女形谷PA（上） スーベニア コーヒー　50円引き（100円で提供） 7:30～19:30

北陸道 北鯖江PA（上） オレボステーション レギュラーコーヒー（ホットまたはアイス）1杯プレゼント 24H

北陸道 北鯖江PA（下） オレボステーション レギュラーコーヒー（ホットまたはアイス）1杯プレゼント 24H

北陸道 南条SA（上） 越前地磯亭 1,000円以上お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス 11:00～21:00

北陸道 南条SA（下） フードコート お食事ご注文で、ドリンクバー　50円引き（100円で提供） 24H

北陸道 杉津PA（上） ぽるとがる 1,000円以上お買上でコーヒー1杯サービス 7:00～21:00

北陸道 杉津PA（下） フードコート コーヒー　50円引き（100円で提供） 7:30～19:30

北陸道 賤ヶ岳SA（上） あずき茶屋 コーヒー　50円引き（150円で提供） 7:00～19:00

北陸道 賤ヶ岳SA（下） 山小屋食堂 お食事ご注文で、ドリンク1杯サービス 24H

北陸道 神田PA（下） スーベニア ソフトクリーム　50円引き 7:30～21:00

東海北陸道・北陸道コース

伊勢道コース

中央道・東海北陸道コース


