
【ご利用方法】
● ご利用の前に、右の「高速道路利用期間」を記載のうえ、ご署名をお願いします。 高速道路利用期間 年 月 日より 日間
● 優待特典をご利用になる場合は、本用紙を対象店舗にご提示ください。 お客さまのご署名
● 優待特典のご利用期間は、高速道路利用期間内とさせていただきます。 予約番号

＜SA・PA優待特典＞

【E1】東名高速道路 【E1A】新東名高速道路

海老名SA（上） 頑固市場 2,000円以上お買上げで、厳選ミニギフトプレゼント 24H 静岡SA（下） 駿河丸 お食事ご注文で、いろはすのペットボトル（1L）1本プレゼント
（4/27～5/6及び8/12～15を除く）

9:00～21:00

海老名SA（上） 日本一 1,000円以上お買上げで、焼鳥1本サービス（1本119円以下
の商品に限る）

8:00～22:00 静岡SA（下） 富士山高原いで
ぼく クレープお買上げで、試飲カップサイズの牛乳プレゼント 9:00～19:00

海老名SA（下） ぽるとがる 店内のパンを500円以上お買上げで、セルフコ－ヒ－1杯サ－ビ
ス

6:00～20:00 藤枝PA（下） 魁力屋 100円トッピング無料（1枚で3名様までご利用可能。1杯注文
につきトッピング1品が対象。）

8:00～22:00

鮎沢PA（上） フードコート アメリカンドッ君 50円引（250円→200円） 24H 掛川PA（上） にぎわい満腹食
堂 お食事ご注文で、ドリンク1杯をサービス 8:00～22:00

鮎沢PA（下） フードコート アメリカンドッ君 50円引（250円→200円） 7:00～19:30 掛川PA（上） デンバープレミアム お食事ご注文で、ドリンク1杯をサービス 8:00～22:00

足柄SA（上） 足柄浪漫館 金
太郎ラウンジ

金時湯ご利用で、お会計より10％OFF（1回につき2名様ま
で。他の割引との併用不可）

12:00～翌10:00 遠州森町PA（上） あおい屋 商品お買上げで、コーヒー1杯サービス 7:00～21:00

足柄SA（上） いでぼく クレープお買上げで、試飲カップの牛乳プレゼント 3～11月 8:00～20:00
12～2月 8:00～19:00

遠州森町PA（下） 森町茶屋 商品お買上げで、コーヒー1杯サービス 9:00～20:00

足柄SA（上） 足柄麺宿 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H 浜松SA（上） 中華の鉄人 お食事ご注文で、温泉卵1個プレゼント 10:00～22:00

足柄SA（下） くくる 540円以上お買上げで、お会計より10％OFF 7:00～19:00 浜松SA（上） バルボアキッチン お食事ご注文で、ソフトドリンク1杯プレゼント 9:00～21:00

足柄SA（下） らぽっぽ 540円以上お買上げで、お会計より10％OFF 7:00～20:00 浜松SA（上） はまきた食堂 お食事ご注文で生卵、又は温泉卵1個プレゼント 24H

足柄SA（下） 足柄麺宿 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H 浜松SA（上） 遠鉄マルシェ 1,080円以上お買上げで、お茶（ペットボトル500ml）1本
サービス

24H

駒門PA（上） フードコート アメリカンドッ君 50円引（250円→200円） 7:30～19:30 浜松SA（上） 上島珈琲店 ケーキセット30円引（730円→700円）
（特典の利用は15:00～21:00の時間に限る）

9:00～21:00

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 浜松SA（上） 鶏三和 「名古屋コーチン親子丼」1杯ご注文ごとに、ソフトドリンク1杯プ
レゼント

9:00～21:00

愛鷹PA（下） ショッピングコー
ナー 1,500円以上お買上で、カップコーヒー1杯をプレゼント 8:00～20:00 浜松SA（下） 遠鉄マルシェ 1,080円以上お買上げで、お茶（ペットボトル500ml）1本

サービス
24H

富士川SA（下） ショッピングコー
ナー 3,000円以上お買上で「半熟カレーせん」1袋をプレゼント 8:00～21:00 浜松SA（下） 上島珈琲店 ケーキセット30円引（730円→700円）

（特典の利用は15:00～21:00の時間に限る）
9:00～21:00

富士川SA（下） 金のとりから 金のとりから（ダブルサイズ）30円引 9:00～19:00 長篠設楽原PA（上） フード味蔵 ソフトクリーム 30円引 7:00～22:00

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（お連れさまもご利用可能） 24H 長篠設楽原PA（下） 長篠陣屋台 ソフトクリーム 50円引 7:00～22:00

日本平PA（下） フードコート ソフトクリーム 50円引（お連れさまもご利用可能） 7:00～22:00 岡崎SA（集約） 大正庵釜春 800円以上のお食事ご注文で、野菜天ぷら2品進呈 8：00～22：00

日本坂PA（上） フードコート ソフトクリーム 50円引（お連れさまもご利用可能） 7:30～20:00 岡崎SA（集約） 岡崎農場 500円以上のお食事ご注文で、お好きな小鉢1品贈呈 24H

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
まぐろメンチ 30円引き（130円→100円）
（お連れさまもご利用可能）

7:30～20:00 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

平日 11:00-21:00
（ラストオーダー20:30)
休日 11:00-22:00
(ラストオーダー21:30）

日本坂PA（下） 炙り家 ラーメン系商品をお買上げで、味付け玉子1玉プレゼント 7:00～22:00 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 8:00～22:00

牧之原SA（上） MUC COFFEE
ROASTERS

牧之原オリジナルブレンド（レギュラー）・アイスコーヒー（レギュ
ラー） 50円引

8:00～19:00 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

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 24H 岡崎SA（集約） 三州岡崎宿 八丁味噌ソフト 50円引 24H

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 7:00～24:00 岡崎SA（集約） MIKAWA

FOREST 味噌串カツ（2本）お買上で、50円引 8:00～22:00

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 7:00～24:00 【C4】圏央道

小笠PA（下） 食事処 鐘庵 お食事ご注文で、生タマゴ1個サービス 7:00～24:00 厚木PA（内） ショッピングコー
ナー

プレみや商品「厚木プディングバーム」 204円引き（1,404円
→1,200円）

24H

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 厚木PA（外） ショッピングコー

ナー
プレみや商品「厚木プディングバーム」 204円引き（1,404円
→1,200円）

24H

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 【E85】小田原厚木道路

三方原PA（下） ショッピングコー
ナー 1,000円以上お買上げで、コーヒー半額 9:00～18:00 大磯PA（上） ハイウェイショップ

大磯 ソフトドリンク（Ｍイズ） 50円引 6:00～22:00

浜名湖SA集約 ショッピングコー
ナー

1,000円以上お買上げで、コーヒーＭサイズ1杯サービス（HOT
またはICE）

24H 小田原PA（上） フードコート ホットコーヒー 100円引 6:00～19:30

新城PA（下） 門前そば山彦 お食事ご注文で、お食事後のアフターコーヒープレゼント 8:00～20:00
（ラストオーダー19:30） 【E19・20】中央自動車道

赤塚PA（上） ショッピングコー
ナー コーヒー 50円引 7:00～22:00 石川PA（上） フードコート 肉巻にぎり串 30円引 7:00～21:00

美合PA（上） スナックコーナー コーヒー  50円引 7:00～20:00 石川PA（下） テイクアウトコー
ナー ソフトクリーム 30円引 7:00～20:00

美合PA（下） 吉野家 お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス 24H 藤野PA（上） モスバーガー バーガー類ご注文で、ポテトS 1個サービス 7:00～23:00

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 9:00～19:00 談合坂SA（上） コンビニ HOTコーヒーＭサイズ 又は HOTコーヒーＬサイズ 50円引 24H

上郷SA（上） スマイル珈琲 コーヒー 100円引 7:00～19:00 初狩PA（上） ショッピングコー
ナー 商品お買上げで、ホットコーヒー「タンザニア300円」 50円引 7:00～22:00

上郷SA（下） ショッピングコー
ナー ホットコーヒー 20円引 24H 初狩PA（下） ショッピングコー

ナー 商品お買上げで、ホットコーヒー50円引 7:00～21:00

東郷PA（上） ショッピングコー
ナー 対象のドリンク（缶・ペットボトル） 100円 7:00～21:00 谷村PA（上） ショッピングコー

ナー 商品お買上げで、ホットコーヒー50円引 7:30～20:00

東郷PA（下） ショッピングコー
ナー コーヒー 50円引 7:00～21:00 谷村PA（下） ショッピングコー

ナー
1,000円以上お買上げで、ペットボトル（富士桜命水）
500ml1本サービス

7:30～19:30

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

守山PA（下） スナックコーナー コーヒー 50円引 7:00～21:00 内津峠PA（下） 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 7:30～20:30

【E1】名神高速道路 虎渓山PA（上） ショッピングコー
ナー コーヒー 50円引（100円） ７:00～20:00

尾張一宮PA（上） 吉野家 お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス 24H 【E23】東名阪自動車道

尾張一宮PA（上） はなまる お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス 6:00～22:00 大山田PA（上） フードコート お食事ご注文で、コーヒー1杯サービス（お申込み1回につき2名
様まで）

7:00～20:00

尾張一宮PA（下） マイ夢ガーデン
138フードコート ソフトクリーム 80円引（クレミアは除く） 7:00～21:00 大山田PA（下） ショッピングコー

ナー コーヒ－　30円引 7:00～19:00

※優待特典の内容は、予告なく中止・変更する場合がございます。あしからずご了承ください。

優待特典をご利用になる場合は、本用紙を対象店舗にご提示ください。

路線・エリア 対象コーナー 特典サービス内容 営業時間

※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）のご利用に限ります。※他の割引券・クーポン券との併用はできません。※表示は税込価格です。
路線・エリア 対象コーナー 特典サービス内容 営業時間


