
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（上） 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（上） 豚丼（680円）を注文のお客さまにコーヒーのサービス（11:00-15：00） 1,000円コーナーの設置
道央道 砂川ＳＡ（上） 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（上） ― 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（上） ― 1,050円のお土産品(4～5品）を1,000円にて割引販売

東北道 羽生ＰＡ（上） ―
1,000円のもちもちドーナツ購入のお客さまにｿﾌﾄｸﾘｰﾑﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
（バニラ、抹茶、チョコ）

東北道 佐野ＳＡ（上） 春キャベツのカルボラーナ(1,150円→1,050円) 1,050円のお土産品（4品）を1,000円にて割引販売
東北道 都賀西方ＰＡ（上） ― 佐野ラーメン（1,050円→1,000円）

東北道 大谷ＰＡ（上） ―
1,470円相当のガム・ドリンク・お菓子の詰め合せを1,000円のドライバーズ
セットとして割引販売

東北道 上河内ＳＡ（上） 鴨せいろそば(1,100円→1,000円) 1,000円商品（5アイテムが対象）購入のお客さまにポストカードのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
東北道 矢板北ＰＡ（上） ― りんごジュース（矢板りんご100%)2本入り（1,200円→1,000円）
東北道 那須高原ＳＡ（上） 高原のミートスパゲッティ(980円→930円) 1,050円のお土産品（4品）を1,000円にて割引販売
東北道 阿武隈ＰＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）
東北道 鏡石ＰＡ（上） ― 1,000円コーナーの設置（珍味等）
東北道 安積ＰＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より1割引以上お得）
東北道 安達太良ＳＡ（上） 麻婆温麺（880円→780円） 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（上） ― 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（上） 煮込みハンバーグ定食（1,100円→1,000円） 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）
東北道 菅生ＰＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置（通常価格より5％お得）

東北道 鶴巣ＰＡ（上） ―
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（上） カツ丼とそば（1,050円→950円） 1,000円コーナーの設置
東北道 金成ＰＡ（上） ― 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（上）
既存メニューに週替わりでコーヒーをサービス
土日祝限定で前沢牛ステーキセットを7000円＋ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ券付

土日限定の割引販売、ソフトクリーム券などを配布

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

東北道 矢巾ＰＡ（上） しょうが焼き丼（480円）を注文して頂いた方にゆで玉子１個サービス
とくとくコーナーの設置
1,000円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

東北道 滝沢ＰＡ（上）
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（上）

【レストラン】
　四季菜丼（1,100円→1,000円）
【スナック】
　辛口ﾗｰﾒﾝ650円+ﾗｲｽ150円+お新香20円＝820円を750円
　五目ﾗｰﾒﾝ700円＋ﾗｲｽ150円＋お新香20円＝870円を750円

1,000円コーナー設置（漬け物５種類をお好きな物２品　1,000円で販売）
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東北道 花輪ＳＡ（上）
八幡平ポークの生姜焼き定食（750円）を食べたお客さまにコー
ヒーサービス

1,000円割引コーナーの設置（1,050円→1,000円）

八戸道 折爪ＳＡ（上）
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
プレゼント

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
サービス

1,000円割引コーナーの設置（1,050円→1,000円）

秋田道 西仙北ＳＡ（上）
【スナック】
　山菜うどん、山菜そば（480円）に竹の子ご飯のサービス
　※土日祝日のみ実施

1,000円均一とくとくコーナーの設置

山形道 古関ＰＡ（上） ― 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（上） ― 1,000円コーナーの設置（土産品等）
磐越道 五百川ＰＡ（上） ― 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（上） 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　お買上げのお客さまに粗品をプレゼント
磐越道 阿賀野川ＳＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 三芳ＰＡ（上） 春菜天ぷらうどん・そば（550円→500円） 1,000円均一コーナーの設置

関越道 高坂ＳＡ（上） 国産豚味噌肉炒め（1,030円→950円）
土産菓子の１,000円均一コーナーの設置
お楽しみ袋の1,000円均一コーナーの設置
（ｽﾄﾗｯﾌﾟ・ﾎﾙﾀﾞｰ他ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞ）

関越道 嵐山ＰＡ（上） ソテー丼（700円→650円） 白樺の妖精（1,050円→1,000円）
関越道 寄居ＰＡ（上） ビーフカレー（460円→390円） 1,000円コーナーの設置
関越道 上里ＳＡ（上） 舞茸ごはんと水沢うどん（950円→850円） 1,000円割引コーナーの設置

関越道 駒寄ＰＡ（上） カレーライス（550円→390円）
1,000円コーナーの設置　当該商品をお買い上げのお客さまにガム・キャ
ンディープレゼント

関越道 赤城高原ＳＡ（上） 生姜焼き定食（1,100円→1,000円） キティーアクセサリ福袋（1,000円）2000～3000円相当
関越道 谷川岳ＰＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 塩沢石打ＳＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 越後川口ＳＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置
関越道 山谷ＰＡ（上） ― 1,000円福袋の販売

上信越道 甘楽ＰＡ（上）
生姜焼き定食（750円→650円）
塩バターコーンラーメン（600円→500円）

１袋３５０円相当の下仁田こんにゃくの詰合せ（４つ）が１,０００円

上信越道 横川ＳＡ（上）
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（上）
信州膳（1,500円→1,300円）　3/20～3/31
信州膳（1,500円）ﾄﾞﾘﾝｸ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 松代ＰＡ（上）
そば三昧御膳（980円」→880円）　3/20～3/31
そば三昧御膳（980円）に竹風堂 方寸＜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
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上信越道 小布施ＰＡ（上）
信州ﾎﾟｰｸのソースかつ丼（850円→750円）　3/20～3/31
信州ﾎﾟｰｸのソースかつ丼（850円）に手作り杏仁豆腐ｻｰﾋﾞｽ
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（上） ― 1,000円割引コーナーの設置

常磐道 守谷ＳＡ（上）
ローズポークのカツカレーに焼きプリンをプレゼント
（1,100円→1,000円）

「恋路茶巾」６個入り　（1,200円→1,000円）
パン詰め合わせ袋　1,200円以上相当→1,000円に割引
　（詰め合わせ内容は随時変更　１日限定２０袋）
１,０００円コーナー設置
　　・吉本グッズ缶（1,500円相当→1,000円）
　　・つまみ詰合せ（1,300円相当→1,000円）
　　・土産品セット（贅沢昆布茶＋わがやの味噌）1,500円→1,000円
　　・漬物セット（1,200円→1,000円）
　　・お菓子の詰合せ（1,300円→1,000円）

常磐道 谷田部東ＰＡ（上） ― 薄皮饅頭・水戸納豆煎餅・水戸の梅（1,050円→1,000円）
常磐道 美野里ＰＡ（上） ― 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（上）
春爛漫フェアメニュー「ローズポークと春野菜の鉄板焼」にコー
ヒーサービス

茨城薄皮まんじゅう・水戸徳川御紋・茨城の月（1,050円→1,000円）

常磐道 東海ＰＡ（上） ― 空知　生キャラメル（1,050円→1,000円）
常磐道 中郷ＳＡ（上） ― せんべい等よりどり３袋1,000円コーナー
常磐道 関本ＰＡ（上） ― せんべい等よりどり３袋1,000円コーナー
常磐道 四倉ＰＡ（上） ― 1,000円コーナーの設置（鮮魚販売等）

館山道 市原ＳＡ（上） 季節のお楽しみ膳（1,260円 →1,000円）
落花生（320ｇ）（1,130円 →1,000円）
市原ＳＡゼリー （1,260円  → 1,000円）

東関東道 湾岸幕張ＰＡ（上） ―
いちごセットの販売《いちごｸﾗﾝﾁﾁｮｺ ・いちごﾁｮｺ（各630円）》
  （1,260円 →1,000円）  ※特別ラッピングにて販売

東関東道 酒々井ＰＡ（上） ―
レジャー用福袋（サンバイザー・ウエットティッシュ・タオルｅｔｃ）
  （1,260円 → 1,000円）

東関東道 大栄ＰＡ（上） ―
殿様煎餅３種類セット（しょうゆ・みそ・ざらめ）※地元産多古米100％使用
田舎家煎餅３種類セット（ぬれ焼もち・ぬれ煎餅・しみ煎餅）※国内産もち
米使用（1,575円  → 1,000円）

長野道 姨捨ＳＡ（上）
姨捨の里（1,300円→1,100円）　3/20～3/31
姨捨の里（1,300円）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（上） ― 1,000円福袋の販売
北陸道 栄ＰＡ（上） ― 1,000円福袋の販売
北陸道 大積ＰＡ（上） ― 1,000円福袋の販売

北陸道 米山ＳＡ（上）
天地人メニューの直江兼続「縁の膳」（1,800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（上） ― 1,000円割引コーナーの設置
北陸道 蓮台寺ＰＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置
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北陸道 越中境ＰＡ（上） ― 1,000円割引コーナーの設置

京葉道 鬼高ＰＡ（上） ―
1,000円コーナーを設置
各種落花生２点セット（525円～630円の品物）を割引販売
  （1,050円～1,260円  → 1,000円）

京葉道 幕張ＰＡ（上）
ＡＥＮ ＴＡＢＬＥ　：　３月中の平日、朝食バイキング
                        （700円→500円）AM7:00～AM10:00

磯旨や　　　  ：  お徳用1,000円セットを販売

横浜横須賀道 横須賀ＰＡ（上） ― 1,000円コーナーの設置
千葉東金道 野呂ＰＡ（上） ― 鯛せんべい（1個367円）３個セットで販売（1,101円 → 1,000円）
第三京浜 都筑ＰＡ（上） ― 全国ラーメン1,000円均一（1,050円 → 1,000円）


