
道路名 エリア名 とくとくメニュー １，０００円商品及びコーナー展開
道央道 有珠山ＳＡ（下） カラころセット（700円）を注文のお客さまにコーヒーのサービス ―
道央道 岩見沢ＳＡ（下） 豚丼（680円）を注文のお客さまにコーヒーのサービス（10:00-14：00） 1,000円コーナーの設置
道央道 砂川ＳＡ（下） 豚豚定食（850円）を注文のお客さまにコーヒーサービス ―
札樽道 金山ＰＡ（下） ― 1,000円コーナーの設置

東京外環道 新倉ＰＡ（集約）
アメリカンドック（250円→220円）<ショップ>
マヨお好み焼き（300円→270円）<特販>

福袋1,000円販売（おせんべいの詰め合わせ３種類とコーヒー無料券）
1,300～1,400円相当

東北道 蓮田ＳＡ（下） 春野菜の天ぷら膳(1.180円→1,080円)
1,000円お楽しみ袋（雑貨）コーナーの設置
1,000円ドライブコーナー（雑貨・飲料等）の設置

東北道 佐野ＳＡ（下） 春野菜と那須高原ベーコンのぺペロンチーノ(850円→750円) 佐野ラーメン（1,050円→1,000円）
東北道 都賀西方ＰＡ（下） ― 佐野ラーメン（1,050円→1,000円）
東北道 大谷ＰＡ（下） ― お土産品（5品）（1,050円→1,000円）

東北道 上河内ＳＡ（下） 春のなの花膳(1,200円→1,150円)
Ｏ・ＣＨＡ・Ｕ・ＫＥ・ＹＡにて、お得なお菓子アソートパックを1,000円にて販
売（※土・日限定）

東北道 矢板北ＰＡ（下） ― 袋菓子（2袋）（1,050円→1,000円）

東北道 那須高原ＳＡ（下） サーモン五目ちらし御膳(1,180円→1,080円)
【芋屋】1,050円の土産品（スイートポテト、紫芋スイートポテト）を1,000円に
て割引販売

東北道 阿武隈ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）
東北道 安積ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）
東北道 安達太良ＳＡ（下） 煮込みカツ膳（1,200円⇒1,100円） 特設販売で土産品3ヶ1,000円コーナーの設置（通常価格より5％お得）
東北道 福島松川ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）

東北道 国見ＳＡ（下） みちのくそば三昧と旬菜天ぷら（1,380円⇒1,280円）
生どら三姉妹を割引販売（1,150円→1,000円）
専用コーナーを設けドライフルーツ（380円）3ヶで1,000円

東北道 菅生ＰＡ（下） エビチリ丼（900円⇒800円） 土産品の「まとめてお得！」3ヶで1,000円コーナーの設置

東北道 鶴巣ＰＡ（下） ―
専用コーナーを設け、人気商品「七ツ森かりんとう（250円）」を5ヶ1,000円
で販売　　かりんとう4種類（ゴマ・仙台味噌・にんにく・黒糖）選び放題

東北道 長者原ＳＡ（下） ロースカツとじ定食（1,100円⇒950円） 1,000円コーナーの設置　
東北道 金成ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）

東北道 前沢ＳＡ（下）

【レストラン】
　前沢牛にぎり２カン８４０円(税込)を３カン1,000円で販売
【スナック】
　ご希望のお客さまにラーメン類を半玉分大盛サービス

１,000円商品コーナーの設置

東北道 北上金ヶ崎ＰＡ（下） 北のホル麺（620円）を注文して頂いた方におにぎり１個のｻｰﾋﾞｽ 1,000円商品コーナーの設置

東北道 紫波ＳＡ（下）

【レストラン】
　「白金豚の和風シチュー」（1,000円）にソフトドリンクのサービス
【スナック】
　とくとくセット850円（醤油ラーメン+カレーライス）にミニソフトの
サービス

「義経最中10個入り」で販売（ﾐﾆｿﾌﾄをｻｰﾋﾞｽ付）1,365円→1,000円

東北道 矢巾ＰＡ（下） ― お土産品のセット販売やまとめ買いでの割り引き販売（※土・日限定）

とくとくキャンペーン一覧　～下り線～
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東北道 滝沢ＰＡ（下）
日替わりメニュー又はおすすめメニューをご注文のお客さまに
ジュース１本サービス（先着１０名様／日）

1,000円コーナー設置

東北道 岩手山ＳＡ（下）

【レストラン】
　「春休みカレーフェア（5品程度）」でドリンクサービス実施
【スナック】
　特設販売で「春休みお皿プレゼントキャンペーン」として、
　パン＆スナック商品を1,000円以上お買い上げのお客さまを対
象に実施

山ぶどうチーズドラ焼き５個入（1,100円⇒1,000円）

東北道 花輪ＳＡ（下）
比内地鶏の親子丼（780円）をお召し上がりのお客さまにコー
ヒーサービス

1,000円割引コーナーの設置（1,050円→1,000円）

東北道 津軽ＳＡ（下）
津軽鶏の照旨丼（700円）をお召し上がりのお客さまにガムをプ
レゼント

シャイニーアップルジュース５本入り（1,050円→1,000円）
はとや製菓の商品詰め合わせを1,000円にて販売

八戸道 折爪ＳＡ（下）
菜彩鶏メニュー「菜彩鶏親子チキンカツ定食（700円）」「菜彩鶏
の親子丼（580円）」を召し上がられたお客さまにコーヒー無料券

1,000円以上お買い上げのお客さまにコーヒー無料券サービス

秋田道 錦秋湖ＳＡ（集約）
白金豚生姜焼定食（800円）をお求めのお客さまにミニＰＥＴの
ｻｰﾋﾞｽ

1,000円割引コーナーの設置（1,050円→1,000円）

山形道 古関ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）
磐越道 阿武隈高原ＳＡ（下） ― 1,000円コーナーの設置（土産品等）
磐越道 五百川ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）
磐越道 磐梯山ＳＡ（下） 1,000円以上のメニュー全てにコーヒーサービス 1,000円コーナーの設置　お買い上げのお客さまに粗品をプレゼント
磐越道 阿賀野川ＳＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 三芳ＰＡ（下） 深谷ネギみそごはんと釜揚げうどんセット（700円→600円） 箱菓子（1,050円→1,000円）

関越道 高坂ＳＡ（下）
五目焼きそば（1,260円→1,000円）<※１・３週目実施>
ラーメン４種（ｻﾝﾏｰ・坦々・味噌・岩海苔ﾁｬｰｼｭｰ）+うまか丼ｾｯﾄ
（1,050円～1,100円→1,000円）<※２・４週目実施>

吉本興業所属のお笑い芸人グッズを詰め込んだお楽しみ缶（2,000円相
当）を1,000円で販売

関越道 嵐山ＰＡ（下） ロコモコカレー（880円→650円）
キーホルダーの詰め合わせ1,000円均一
食用土産品を割引にて販売（1,050円→1,000円、525円→500円）

関越道 寄居ＰＡ（下） カレーライス（460円→390円） 1,000円コーナーの実施
関越道 上里ＳＡ（下） メガカツカレー（1,100円→1,000円） とくとく袋の販売　総額1500円相当を1,000円にて販売

関越道 駒寄ＰＡ（下） ねぎラーメン辛子高菜ご飯セット（700円→650円）
食用土産品　525円×2個→1,000円
　　　　　　　 1,050円        →1,000円

関越道 赤城高原ＳＡ（下） 春菜御膳（1,200円→1,000円）
とくとくコーナーの設置　群馬・東京・横浜・諸国計4地域1,050～1,155円商
品を1,000円で販売

関越道 谷川岳ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 塩沢石打ＳＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 大和ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 越後川口ＳＡ（下） 天地人メニューの出陣飯を１，０００円にコーヒーをサービス 1,000円割引コーナーの設置
関越道 山谷ＰＡ（下） ― 1,000円福袋の販売
上信越道 甘楽ＰＡ（下） 上州麦豚すき丼（760円→660円） 袋菓子（525円～550円相当）を２袋1,000円
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上信越道 横川ＳＡ（下）
森と大地のにぎわい（1,500円→1,300円）3/20～3/31
森と大地のにぎわい（1,500円）にｺｰﾋｰｻｰﾋﾞｽ　4/1～4/19

来月から開催される「善光寺御開帳」の盛儀に伴い、「善光寺」御公許商
品始め、信州土産等を集約販売する「特設コーナー」の設置

上信越道 東部湯の丸ＳＡ（下）
そばにこい（1,250円→1,050円）　3/20～3/31
そばにこい（1,250円）にﾄﾞﾘﾝｸﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ　4/1～4/19

来月から開催される「善光寺御開帳」の盛儀に伴い、「善光寺」御公許商
品始め、信州土産等を集約販売する「特設コーナー」の設置

上信越道 松代ＰＡ（下）
千曲の郷（さと）（800円→700円）　3/20～3/31
千曲の郷（さと）にﾘﾝｺﾞｼﾞｭｰｽ1杯ｻｰﾋﾞｽ　4/1～4/19

来月から開催される「善光寺御開帳」の盛儀に伴い、「善光寺」御公許商
品始め、信州土産等を集約販売する「特設コーナー」の設置

上信越道 小布施ＰＡ（下）
栗おこわ御膳（880円→780円）　3/20～3/31
栗おこわ御膳（880円）に桜井甘精堂「善光寺落雁」ｻｰﾋﾞｽ
4/1～4/19

来月から開催される「善光寺御開帳」の盛儀に伴い、「善光寺」御公許商
品始め、信州土産等を集約販売する「特設コーナー」の設置

上信越道 妙高ＳＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置

常磐道 守谷ＳＡ（下）
春爛漫フェアメニュー「花見御膳」にコーヒーサービス
「華膳」「生姜焼き定食」「ロースカツ定食」味噌汁⇒豚汁に変更

漬物よりどり３点1,000円コーナー

常磐道 谷田部東ＰＡ（下） ― 健康食品（保健茶、アガリスクエキス、濃縮ウコン等）３割引
常磐道 友部ＳＡ（下） 春爛漫フェアメニュー「春彩膳」にコーヒーサービス 東京プリン（1,050円→1,000円）
常磐道 東海ＰＡ（下） ― 健康食品（保健茶、アガリスクエキス、濃縮ウコン等）３割引
常磐道 中郷ＳＡ（下） ― せんべい等よりどり３袋1,000円コーナー
館山道 市原ＳＡ（下） 天茶・ねぎトロ丼（1,100円 → 1,000円） 箱物土産品（対象10品）（1,050円  → 1,000円）
東関東道 湾岸幕張ＰＡ（下） ― 箱物土産品（1,050～1,260円  → 1,000円）
東関東道 酒々井ＰＡ（下） ― 全国銘店ラーメン1,000円均一 （1,050円  → 1,000円）

東関東道 大栄ＰＡ（下） ―
田舎家煎餅３種類セット（ぬれ焼もち・ぬれ煎餅・しみ煎餅）
  ※地元産多古米使用・国内産もち米使用（1,575円  → 1,000円）

長野道 姨捨ＳＡ（下）
信濃の華一膳（1,200円→1,000円）　3/20～3/31
信濃の華一膳（1,200円）にｺｰﾋｰｻｰﾋﾞｽ　4/1～4/19

来月から開催される「善光寺御開帳」の盛儀に伴い、「善光寺」御公許商
品始め、信州土産等を集約販売する「特設コーナー」の設置

北陸道 黒埼ＰＡ（下） ―
1,000円福袋の販売
1,000円詰め放題コーナーの設置（4月4日のみ）

北陸道 栄ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
北陸道 大積ＰＡ（下） ― 1,000円福袋の販売

北陸道 米山ＳＡ（下）
平成１９年度新ﾒﾆｭｰｺﾝﾃｽﾄ新潟ﾌﾞﾛｯｸ予選大会最優秀賞ﾒﾆｭｰ
「越後路御膳」を1,200円にコーヒーをサービス

1,000円割引コーナーの設置

北陸道 名立谷浜ＳＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
北陸道 蓮台寺ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置
北陸道 越中境ＰＡ（下） ― 1,000円割引コーナーの設置

京葉道 鬼高ＰＡ（下） ―
1,000円割引コーナーを設置　（1,150円→1,000円）
東京ｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾛｰﾗﾝﾀﾝ、東京ﾋﾟｰﾅﾂﾌﾛｰﾗﾝﾀﾝ、びわプリン等
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京葉道 幕張ＰＡ（下）
千のぶどう　：　お食事をされた方に１００円割引券を配布
                   （3/20～、先着3,000名様）

パステルデザート　：　オリジナル1,000円パックの販売
　　　　　　　　　　　　　　（なめらかﾌﾟﾘﾝ＋なめらか苺ﾌﾟﾘﾝ＋なめらかｷｬﾗﾒﾙ
ﾌﾟﾘﾝ）
崎陽軒　　　　　　　 ：  ｵﾘｼﾞﾅﾙﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞにお奨め商品を詰め合わせて
　　　　　　　　　　　　　　1,000円で販売（4月1日～）
ﾋﾞｯｸﾞｵｰﾌﾞﾝ・　　　　 ：  お花見やドライブに最適な唐揚げ・肉団子など
ﾁｷﾝｱｻﾋ 　　　　　　　　 の盛り合わせ 「春の行楽盛り合わせ」を1,000円で
                            販売 （～４月末予定）

横浜横須賀道 横須賀ＰＡ（下） ―
よこすか海軍カレー（1,100円  → 1,000円）
海産物詰め合せ（若布・海苔・桜海老） → 1,000円

千葉東金道 野呂ＰＡ（下） ―
焼きドーナツ６個入りセット（1,080円 → 1,000円）
紫芋ﾁｯﾌﾟｽ・ｶﾛﾁﾝ芋ﾁｯﾌﾟ・黒糖ﾊﾞﾅﾅ３個セット（1,140円→1,000円）

第三京浜 保土ヶ谷ＰＡ（下） ―
横浜中華菓子セット  （1,365円  → 1,000円）
（横浜中華菓子詰め合せ（840円）＋横浜四川風中華おこげ煎餅（525円））

圏央道 狭山ＰＡ（外） ジャンボあなご天(200円→150円)
「地元狭山茶の詰め放題」
あらかじめ詰めてある内容量300ｇ以上のお茶（通常100ｇ600円）を1,000
円で販売


