
【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　

港北PA（上） 港北ブラン コロンビアコーヒー半額　通常200円⇒100円（税込） 24H 清水（集約） 富士旬粋 （クーポン提示と）2,000円（税込）お買い上げで粗品プレゼント
（１枚につき１名様限定） 8:00～21:00

港北PA（下） K's Bakery ベーカリーで1,500円以上お買い上げのお客さまにお茶１本サービス 5:00～21:00 静岡SA（下） 駿河丸 1000円以上お食事ご注文で、いろはすのペットボトル（1L）
1本プレゼント（年末年始、ＧＷ及びお盆時期を除く） 9:00～21:00

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） 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（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 藤枝PA（下） 魁力屋 ラーメン1杯注文につき、100円トッピング1品無料

（1枚で3名様までご利用可能） 8:00～22:00

海老名SA（上） ラーメン専門店
ザボン 麺大盛無料サービス 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

海老名SA（上）
海鮮丼
がってん寿司 丼のごはん大盛り無料 24H 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

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 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

中井PA（上） ショッピング 2,000円以上お買上のお客さまに“富士山の水”をプレゼント 8:00～20：00 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

中井PA（下） ショッピング 2,000円以上お買上のお客さまに“富士山の水”をプレゼント 24H 【E19・21】中央自動車道

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 小黒川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

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 小黒川PA(下) フードコート 100円コーヒー無料 7:00-20:00

足柄SA（上） レストイン時之栖
金時湯

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

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 辰野PA(下) ショッピング ホットコーヒー　30円引 24時間

足柄SA（上） 足柄麺宿 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H 諏訪湖SA(上) レストラン お食事をご注文されたお客さまに
コーヒーor紅茶（ホットorアイス）1杯サービス

11:00～21:00
（ラストオーダー20:30）

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

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 中央道原PA(上) ショッピング 長門牧場ソフトクリームまたはシェイク60円引
（300円で提供） 7:00～22:00

足柄SA（下） 足柄麺宿 お食事ご注文で、麺大盛りサービス 24H 中央道原PA(下) ショッピング コーヒー　50円引（50円で提供） 7:00～21:00

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

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

愛鷹PA（上） ショッピングコー
ナー 2,000円以上御買上でカップコーヒー１杯プレゼント 8:00～20:00 双葉SA(下) フードコート コーヒー　50円引（100円で提供） 24時間

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

富士川SA（上） うるおいてい 焼きそばご注文の方、目玉焼きサービス（1食につき1個) 平日9:00～19:00
（土日祝8:00～19:00） 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

富士川SA（上） ラーメン那の福 提示の方に餃子１皿サービス 9：00-21：00 釈迦堂PA(下) ショッピング ホットコーヒー　50円引 6:30～22:00

富士川SA（上） 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 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

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 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

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 初狩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 7:00～22:00

日本平PA（下） フードコート ソフトクリーム　30円引（お連れさまもご利用可能） 7:00～22:00 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

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 釈迦堂PA(上)
テイクアウト
(山梨フルーツ王
国)

桔梗信玄ソフトをご注文のお客さま
桔梗信玄ソフト一巻き増量 7:00～22:00

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

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 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
（ラストオーダー21:30）

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 藤野PA(上) モスバーガー バーガー類をご注文で、ポテトSを1つサービス 7:00～23:00

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 　【E20】長野自動車道

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 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

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 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 9:00～18:00

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 梓川SA(上) レストラン お食事ご注文で、ドリンクバー無料 11:00～21:00
（ラストオーダー20:30）

梓川SA(下) レストラン お食事ご注文で、ドリンクバー半額（100円で提供） 11:00～21:00
（ラストオーダー20:30）

※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。

※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 路線・エリア 対象コーナー 特典サービス内容 営業時間


