
（2022.05.24時点）

路線 エリア 区画 店舗名 特典内容 特典提供範囲

東名高速 港北PA （上） フードコート 港北ブラン コロンビアコーヒー 半額

東名高速 EXPASA海老名 （下） フードコート RE:Coffee コーヒー 50円引

東名高速 EXPASA足柄 （上） テイクアウト 富士山高原いでぼく クレープ購入の方 牛乳1杯（試飲カップ）進呈

東名高速 愛鷹PA（下） フードコート フードコート 売店にて1,000円以上お買い上げの方　 ホットコーヒー1杯無料

東名高速 富士川SA（上） フードコート らーめん那の福 提示のお客様に一口餃子（5個）1皿プレゼント

東名高速 富士川SA(上) スーベニア MyMarcheNEST 3,000円以上お買い上げで「半熟カレーせん」プレゼント

東名高速 富士川SA(下) スーベニア スーベニア 3,000円以上お買い上げで「半熟カレーせん」プレゼント

東名高速 日本平PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ソフトクリーム　50円引き グループ5名まで

東名高速 日本坂PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ソフトクリーム　50円引き お連れさまもご利用可

東名高速 日本坂PA（下） フードコート 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

東名高速 牧之原SA（上） フードコート 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

東名高速 牧之原SA（下） フードコート おふくろ亭 1,000円以上お買上げで、お会計より100円引き

東名高速 小笠PA （上） フードコート ふじのや 食事の方 コーヒー1杯無料

東名高速 小笠PA （下） フードコート 鐘庵 ハンバーグ定食ご注文で生卵1つプレゼント

東名高速 小笠PA （下） スーベニア 松風屋 プレミアムメロンパン（5個セット）　150円引き

東名高速 遠州豊田PA（上） スーベニア 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

東名高速 遠州豊田PA（下） スーベニア 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

東名高速 三方原PA（下） スーベニア 三方原茶屋 ホットコーヒー＆アイスコーヒー各半額で提供
お連れ様1名まで対象

（合計2名）

東名高速 EXPASA浜名湖（集約） スーベニア フードホール売店 1,000円以上お買い上げでホットコーヒーMサイズサービス
お連れ様1名まで対象

（合計2名）

東名高速 EXPASA浜名湖（集約） レストラン 浜名亭 ハイウェイお買物券（1,000円）１枚につき2％割引
お買物券5枚まで利用可

（最大10％割引）

東名高速 新城PA （下） フードコート 門前そば山彦 麺大盛無料 グループ全員利用可

東名高速 美合PA（上） フードコート フードコート スナックコーナーにてコーヒー 50円引

東名高速 豊田上郷SA （下） フードコート さんぎ ホットコーヒー 20円引

東名高速 守山PA（上） フードコート フードコート スナックコーナーにてコーヒー 50円引

東名高速 守山PA（下） フードコート フードコート スナックコーナーにてコーヒー 50円引

圏央道 厚木PA（内） スーベニア ショッピングコーナー プレみや商品「プディングバーム」　204円引

圏央道 厚木PA（外） スーベニア ショッピングコーナー プレみや商品「プディングバーム」　204円引

小田原厚木道 小田原PA （下） フードコート ハイウェイショップ小田原 ホットコーヒー 100円引

小田原厚木道 大磯PA（上） フードコート フードコート フードコートにてソフトドリンクＭサイズ 50円引

新東名高速 NEOPASA静岡 （上） テイクアウト タリーズコーヒー
1サイズアップ無料サービス

例)　①Short⇒Tall　②Tall⇒Grande

新東名高速 NEOPASA静岡 （上） テイクアウト Ｍｉｌｋ Ｆａｃｔｏｒｙ 1,000円以上購入の方 牛乳1杯（試飲サイズ）進呈

新東名高速 NEOPASA静岡 （上） フードコート ドライバーズ･スポット 天神屋 「しぞ～かおでん」10本購入の方 1本進呈

新東名高速 NEOPASA静岡 （上） スーベニア デイリーヤマザキ ホットコーヒー 50円引

新東名高速 NEOPASA静岡 （上） スーベニア しずおかマルシェ 2,160円以上お買い上げのお客様にミネラルウォータープレゼント

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） フードコート 炙りラーメン明 「炙り豚バラチャーシューメン」注文の方 ライス1杯無料

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） フードコート 欽太郎うどん そば･うどん注文の方 海老の天ぷら1本進呈

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） テイクアウト 富士山高原いでぼく ソフトクリーム・クレープ購入の方 牛乳1杯（試飲カップ）進呈

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） フードコート 明治屋食堂 定食メニュー注文の方 ライス大盛無料

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） フードコート ドライバーズ･スポット 天神屋 「しぞ～かおでん」10本購入の方 1本進呈

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） スーベニア デイリーヤマザキ ホットコーヒー 50円引

新東名高速 NEOPASA静岡 （下） スーベニア しずおかマルシェ 2,160円以上お買い上げのお客様にミネラルウォータープレゼント

新東名高速 藤枝PA （上） スーベニア ひざ栗毛藤枝宿駅 2,000円以上購入の方 5％割引（コンビニ・アウトレット商品除く）

新東名高速 掛川PA （上） フードコート ドライバーズ･スポット 天神屋 「しぞ～かおでん」10本購入の方 1本進呈

新東名高速 掛川PA （下） フードコート ドライバーズ･スポット 天神屋 「しぞ～かおでん」10本購入の方 1本進呈

新東名高速 遠州森町（上） スーベニア 遠州お土産処　あおい屋 商品お買上げ、又はフードコートのお食事でコーヒー1杯サービス グループ全員利用可

新東名高速 遠州森町（下） スーベニア 森の楽市茶屋 商品お買上げ、又はフードコートのお食事でコーヒー1杯サービス グループ全員利用可

新東名高速 NEOPASA浜松 （上） テイクアウト 上島珈琲店 2,000円以上購入の方 1杯珈琲シリーズ（上島珈琲店ブレンド）進呈

新東名高速 NEOPASA浜松 （上） フードコート ドライバーズ･スポット 天神屋 「しぞ～かおでん」10本購入の方 1本進呈

新東名高速 NEOPASA浜松 （上） フードコート 石松ぎょうざ ご飯大盛無料 グループ全員利用可

新東名高速 NEOPASA浜松 （上） スーベニア ミニストップ フェアトレードコーヒー 20円引 グループ全員利用可

新東名高速 NEOPASA浜松（上） スーベニア 遠鉄マルシェ 2,160円以上お買い上げでお茶500ｍｌプレゼント

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） テイクアウト 上島珈琲店 2,000円以上購入の方 1杯珈琲シリーズ（上島珈琲店ブレンド）進呈

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） フードコート ドライバーズ･スポット 天神屋 「しぞ～かおでん」10本購入の方 1本進呈

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） フードコート うな濱 ご飯大盛無料 1グループ4名様まで利用可

※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。

※各店舗の営業時間はHPをご確認ください。※本特典は予告なく変更する場合がございます。

お買物券付きドライブプラン　SA・PA優待特典
　＜ご利用方法＞　「お買物券付きドライブプラン」の申込完了メールを対象店舗にご提示ください。
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※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。

※各店舗の営業時間はHPをご確認ください。※本特典は予告なく変更する場合がございます。

お買物券付きドライブプラン　SA・PA優待特典
　＜ご利用方法＞　「お買物券付きドライブプラン」の申込完了メールを対象店舗にご提示ください。

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） フードコート 黒煉瓦 ご飯大盛無料 1グループ4名様まで利用可

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） フードコート 天つるり 麺大盛無料 1グループ4名様まで利用可

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） フードコート とん楽 ご飯大盛無料 1グループ4名様まで利用可

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） フードコート 浜北軒 ラーメン注文の方 ご飯１杯無料 1グループ4名様まで利用可

新東名高速 NEOPASA浜松 （下） スーベニア ミニストップ フェアトレードコーヒー 20円引 グループ全員利用可

新東名高速 NEOPASA浜松（下） スーベニア 遠鉄マルシェ 2,160円以上お買い上げでお茶500ｍｌプレゼント

新東名高速 NEOPASA岡崎 （集約） テイクアウト MIKAWAFOREST 味噌串カツ2本購入の方 50円引

新東名高速 NEOPASA岡崎 （集約） フードコート 伊藤和四五郎商店 丼物注文の方 ソフトドリンク1杯無料

新東名高速 NEOPASA岡崎 （集約） テイクアウト きっちん ににぎ カップライス 50円引（ハーフサイズ除く）

新東名高速 NEOPASA岡崎 （集約） スーベニア 三州 岡崎宿 八丁味噌ソフト 50円引

新東名高速 NEOPASA岡崎 （集約） テイクアウト パンのトラ 1,000円以上購入の方 「100円割引券」5枚進呈

新東名高速 NEOPASA岡崎 （集約） レストラン かごの屋 食事の方 コーヒー1杯無料

新東名高速 長篠設楽原PA （上） フードコート フード味蔵 ソフトクリーム 30円引

新東名高速 長篠設楽原PA （下） フードコート 長篠陣屋台 ソフトクリーム 50円引

中央道 駒ヶ岳SA（下） テイクアウト テイクアウトコーナー ソフトクリーム 50円引

中央道 屏風山PA（下） フードコート フードコート スナックコーナーにてコーヒー 50円引

中央道 虎渓山PA（上） フードコート フードコート スナックコーナーにてコーヒー 50円引

中央道 内津峠PA（上） フードコート ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて1,000円以上購入の方　挽きたてコーヒー1杯無料

中央道 内津峠PA（下） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて1,000円以上購入の方　挽きたてコーヒー1杯無料

中央道 石川PA（上） テイクアウト ISHIKAWA 「肉巻にぎり串」　30円引き

中央道 石川PA（下） テイクアウト Fresh　Plus ソフトクリーム各種　30円引き

中央道 藤野PA（上） フードコート モスバーガー バーガー類ご注文で、ポテトSを1つサービス

中央道 談合坂SA（上） レストラン レストラン 食事の方　ホットorアイスコーヒー1杯サービス

中央道 談合坂SA（上） コンビニ コンビニ レストランで食事の方　HOTコーヒーＭサイズ　又は　HOTコーヒーＬサイズ　50円引

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

中央道 谷村PA （下） ショッピング ショッピング 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

中央道 初狩PA （上） ショッピング ショッピング 商品お買上で、ホットコーヒー50円引き

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

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

中央道 釈迦堂PA （下） ショッピング ショッピング ホットコーヒー50円引き

中央道 境川PA （上） ショッピング ショッピング ホットコーヒー100円で提供

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

中央道 八ヶ岳PA （上） フードコート フードコート ネルドリップ各種50円引き

中央道 八ヶ岳PA （下） ショッピング ショッピング ネルドリップ各種50円引き

中央道 中央道原PA （上） ショッピング 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円引き（300円で提供）

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

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

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

中央道 辰野PA（下） ショッピング ショッピング ホットコーヒー30円引き

長野道 梓川SA（上） レストランコーナー レストランコーナー お食事ご注文で、ドリンクバー無料

長野道 梓川SA（下） レストランコーナー レストランコーナー お食事ご注文で、ドリンクバー半額（100円で提供）

名神高速 尾張一宮PA （上） フードコート 吉野家 吉野家ドリンクサーバーより、コーヒー、ココア、カフェラテ、モカ等　1杯無料
お連れ様1名まで対象

（合計2名）

名神高速 尾張一宮PA （下） フードコート マイ夢ガーデン138 バニラ、抹茶ソフトクリーム　100円引き

名神高速 養老SA （上） レストラン 美濃三昧 食事代 100円引

名神高速 養老SA （下） レストラン 寄路地 食事の方 コーヒー1杯無料

名神高速 多賀SA （上） スーベニア でり家 でり家コーナーにてコーヒー　50円引き

新名神 鈴鹿PA（集約） カフェ プロント お好きなドリンク５０円引

東海北陸道 関SA （上） テイクアウト ベーカリーコーナー ベーカリーコーナーにてコーヒー 50円引

東名阪道 大山田PA（上） フードコート フードコート ブレンドコーヒー50円引き

東名阪道 大山田PA（下） スーベニア ショッピングコーナー 売店レジにてコーヒー 30円引

東名阪道 EXPASA御在所 （上） スーベニア 特選みやげ館 3,000円以上購入の方 ソフトドリンク進呈

東名阪道 EXPASA御在所 （上） フードコート 味蔵 2,400円以上注文の方 ソフトドリンク1杯無料

東名阪道 EXPASA御在所 （上） フードコート アンティーク 1,100円以上購入の方 ソフトドリンク1杯無料

東名阪道 EXPASA御在所 （上） フードコート 開花屋 楽麺荘 麺類ご注文の方 唐揚げ2個進呈

東名阪道 EXPASA御在所 （下） フードコート いちよし ソフトクリーム 50円引

東名阪道 EXPASA御在所 （下） テイクアウト 大あんまき 藤田屋 大あんまき7本以上購入の方 黒あんまきまたは白あんまき1本無料

東名阪道 EXPASA御在所 （下） フードコート むぎの蔵 コーヒー 100円引

東名阪道 亀山PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにてコーヒー 50円引

東名阪道 亀山PA（下） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにてコーヒー 50円引
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※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。

※各店舗の営業時間はHPをご確認ください。※本特典は予告なく変更する場合がございます。

お買物券付きドライブプラン　SA・PA優待特典
　＜ご利用方法＞　「お買物券付きドライブプラン」の申込完了メールを対象店舗にご提示ください。

伊勢道 嬉野PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにてイタリアンコーヒー 50円引

伊勢道 嬉野PA（下） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにてコーヒー 50円引

伊勢道 安濃SA （上） フードコート 安濃横丁 コーヒー 50円引

伊勢道 安濃SA （下） スーベニア ショッピングコーナー コーヒー５０円引

紀勢道 奥伊勢PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて3,000円以上購入の方 方言袋1つ進呈

紀勢道 奥伊勢PA（下） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて3,000円以上購入の方 方言袋1つ進呈

北陸道 神田PA（上） フードコート フードコート お食事された方　コーヒー1杯無料

北陸道 神田PA（下） テイクアウト フードコート スナックコーナーにてソフトクリーム 50円引

北陸道 呉羽PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにてセルフコーヒー150円→100円

北陸道 呉羽PA （下） フードコート norio（フードコート） 食事の方セルフコーヒー150円→100円

北陸道 不動寺PA（上） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて1,000円以上商品購入の方 「コーヒー50円引券」1枚進呈

北陸道 不動寺PA（下） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて1,000円以上商品購入の方 「コーヒー50円引券」1枚進呈

北陸道 徳光PA（上） スーベニア ショッピングコーナー
ショッピングコーナーにて商品購入の方ホットコーヒー 50円引

フードコートにてお食事の方ソフトクリーム 80円引

北陸道 徳光PA（下） スーベニア ショッピングコーナー
ショッピングコーナーにて商品購入の方ホットコーヒー 50円引

フードコートにてお食事の方ソフトクリーム 80円引

北陸道 尼御前SA（下） スーベニア ショッピングコーナー ショッピングコーナーにて1,000円以上商品購入の方 粗品進呈

北陸道 賤ヶ岳SA （上） フードコート あずき茶屋 コーヒー 50円引

北陸道 賤ヶ岳SA （下） テイクアウト 山小屋食堂 食事の方 ドリンク1杯無料


