
NEXCO東日本 営業時間一覧

２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー 営業休止

ガスステーション 8:00～20:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー 営業休止

ガスステーション 8:00～20:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「ワッツマイキッチン」

9:00～17:00

農産物直売所
「シーズンマルシェ」

9:00～17:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

野菜市場 11:00～15:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

E5　道央自動車道 北海道
道央道

野幌PA（上り線）
コンビニ

「セイコーマート」
24H

E5　道央自動車道 北海道
道央道

野幌PA（下り線）
コンビニ

「セイコーマート」
24H

E5　道央自動車道 北海道
道央道

樽前SA（下り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

樽前SA（上り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

有珠山SA（下り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

輪厚PA（上り線）

※詳細につきましては、ドラぷら「サービスエリア検索」から各店舗の「施設・サービス」ページにてご確認ください。

※一部店舗においては、販売メニューの制限を行う場合がございます。また、対象店舗・コーナーの変更が予告なく追加される場合がご
ざいます。

※⼀覧表に記載の営業時間は、【２０２２年６⽉３０⽇時点】の情報です。各県からの営業時間短縮要請に伴い、営業時間が変更となる
場合がございますので、詳細につきましては、ドラぷら「サービスエリア検索」から各店舗の「施設・サービス」ページにてご確認ください。

E5　道央自動車道 北海道
道央道

有珠山SA（上り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

輪厚PA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー
(平日)10:00～16:00

(土日祝)10:00～17:00

ガスステーション 8:00～20:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー
(平日)9:00～15:00

(土日祝)9:00～16:00

ガスステーション 8:00～20:00

E5A　札樽自動車道 北海道
札樽道

金山PA（上り線）
コンビニ

「セイコーマート」
24H

E5A　札樽自動車道 北海道
札樽道

金山PA（下り線）
コンビニ

「セイコーマート」
24H

E38　道東自動車道 北海道
道東道

由仁PA（上り線）
ガスステーション 8:00～20:00

E38　道東自動車道 北海道
道東道

由仁PA（下り線）
ガスステーション 8:00～20:00

コンビニ
「ミニストップ」

24H

コンビニ
「ミニストップ」

24H

フードコート
7:30～19:30

7月16日より　7:00～20:00

ショッピング
7:30～19:30

7月16日より　7:00～20:00

ガスステーション 8:00～20:00

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

コンビニ
「デイリーヤマザキ」

6:00～23:00

フードコート 10:00～19:00

コンビニ
「デイリーヤマザキ」

6:00～23:00

フードコート 10:00～14:00

E48　山形自動車道 宮城県
山形道

古関PA（上り線）

E48　山形自動車道 宮城県
山形道

古関PA（下り線）

E46　秋田自動車道 秋田県
秋田道

西仙北SA（上り線）

E46　秋田自動車道 秋田県
秋田道

西仙北SA（下り線）

E4A　八戸自動車道 岩手県
八戸道

折爪SA（下り線）

E46　秋田自動車道 岩手県
秋田道

錦秋湖SA（集約）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

砂川SA（下り線）

E4A　八戸自動車道 岩手県
八戸道

折爪SA（上り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

岩見沢SA（下り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

砂川SA（上り線）

E5　道央自動車道 北海道
道央道

岩見沢SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

ファーストフードコーナー 9:00～17:00

ショッピング 8:00～20:00

フードコート 8:00～20:00

ベーカリー 8:45～16:00

ガスステーション 7:00～20:00

E48　山形自動車道 山形県
山形道

櫛引PA（上り線）
ショップ ふれあいセンター 8:30～17:30

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

ガスステーション 7:00～22:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

ガスステーション 7:00～22:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

ガスステーション 24H

フードコート
「会津うまいもの横丁」

8:00～20:00
7月16日より　7:00～20:00

ショッピング
「ばんだいさん蔵市」

8:00～20:00
7月16日より　7:00～20:00

カフェ
「會津 茶房」

8:00～17:00

ガスステーション 24H

フードコート
「とくとく」

7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

E49　磐越自動車道 新潟県
磐越道

阿賀野川SA（上り線）

E49　磐越自動車道 新潟県
磐越道

阿賀野川SA（下り線）

E49　磐越自動車道 福島県
磐越道

磐梯山SA（上り線）

E49　磐越自動車道 福島県
磐越道

磐梯山SA（下り線）

E49　磐越自動車道 福島県
磐越道

五百川PA（下り線）

E49　磐越自動車道 福島県
磐越道

阿武隈高原SA（下り線）

E49　磐越自動車道 福島県
磐越道

五百川PA（上り線）

E48　山形自動車道 山形県
山形道

寒河江SA（集約）

E49　磐越自動車道 福島県
磐越道

阿武隈高原SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

テイクアウトコーナー 営業休止

ガスステーション 8:00～20:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

テイクアウトコーナー 営業休止

レストラン
11:00～20:00(LO19:30)

7月16日より　7:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「東北うまいもん処」

(平日)11:00～16:00
(土日祝)9:00～17:00

7月16日より　(全日)9:00～17:00

ベーカリー 
9:00～17:00

7月16日より　(平日)9:00～18:00
                    (土日祝)8:30～18:00

ガスステーション 24H

レストラン
11:00～15:00

7月16日より　(平日)11:00～20:00(LO19:30)
                  (土日祝)7:00～21:00(LO20:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「おやつショップおあげんせ」

10:00～15:00
7月16日より　9:00～17:00

ベーカリー 7:30～17:00

ガスステーション 24H

フードコート
「半田屋」

7:30～19:30

ショッピング
「半田屋」

7:30～19:30

フードコート
「半田屋」

7:30～19:30

ショッピング
「半田屋」

7:30～19:30

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

矢巾PA（上り線）
コンビニ

「ファミリーマート」
24H

フードコート
「やまなか家」

7:00～20:00

ショッピング
「やまなか家」

7:00～20:00

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

矢巾PA（下り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

滝沢PA（上り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

滝沢PA（下り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

岩手山SA（上り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

岩手山SA（下り線）

E4　東北自動車道 秋田県
東北道

花輪SA（上り線）

E4　東北自動車道 秋田県
東北道

花輪SA（下り線）

E4　東北自動車道 青森県
東北道

津軽SA（上り線）

E4　東北自動車道 青森県
東北道

津軽SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
営業休止

7月1日より　11:00～20:00(LO19:30)

フードコート 
8:00～20:00

7月1日より　7:00～22:00

ショッピング
8:00～20:00

7月1日より　7:00～22:00

テイクアウトコーナー
「siwa swans」

11:00～15:00
7月1日より　9:00～18:00

ガスステーション 24H

フードコート 
8:00～20:00

7月16日より　7:00～22:00

ショッピング
8:00～20:00

7月16日より　7:00～22:00

テイクアウトコーナー
営業休止

7月16日より　9:00～18:00

ガスステーション 24H

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

レストラン
11:00～17:00

7月16日より　11:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「ぎゅう太郎」

10:00～17:00
7月16日より　9:00～18:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

レストラン
(平日)11:00～15:00

(土日祝)11:00～20:00
7月16日より　(全日)11:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「牛ちゃん」

(平日)10:00～17:00
(土日祝)9:00～18:00

7月16日より　(全日)9:00～18:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

シャワー 24H

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

シャワー 24H

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

金成PA（下り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

前沢SA（下り線）

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

金成PA（上り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

北上金ケ崎PA（下り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

前沢SA（上り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

紫波SA（下り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

北上金ケ崎PA（上り線）

E4　東北自動車道 岩手県
東北道

紫波SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「レストラン伊達」

11:00～15:00
7月16日より　(平日)11:00～21:00
                  (土日祝)7:00～21:00

フードコート
「長者亭」

24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「長者の茶屋」

11:00～15:00
7月16日より　9:00～18:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

レストラン
「冠舌屋」

11:00～15:00
7月1日より　(平日)11:00～21:00

                 (土日祝)9:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「うめえがすと」

12:30～16:30
7月1日より　9:00～18:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

フードコート
「堂島カレー」

7:00～20:00

フードコート
「鶴巣亭」

7:00～20:00

ショッピング 7:00～20:00

ベーカリー 7:00～20:00

テイクアウトコーナー 営業休止

ガスステーション 24H

フードコート
「鶴巣庵」

7:00～20:00

ショッピング 7:00～20:00

ベーカリー 7:00～20:00

テイクアウトコーナー 営業休止

ガスステーション 24H

フードコート 24H

ショッピング 24H

ベーカリー
「杜のパン工房」

8:00～17:00

ガスステーション 24H

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

菅生PA（上り線）

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

鶴巣PA（上り線）

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

鶴巣PA（下り線）

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

長者原SA（下り線）

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

長者原SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「丹誠庵」

24H

フードコート
「すごうでキッチン」

24H

フードコート
「海仙道楽」

11:00～15:00
7月16日より　11:00～20:30

フードコート
「杜の牛たん」

(平日)11:00～15:00
(土日祝)11:00～20:00

7月16日より　(全日)11:00～20:30

ショッピング
「みちのくに市　DATE-ICHIBA」

24H

カフェコーナー
「カフェbyサークル」

(平日)9:00～15:00
(土日祝)9:00～17:00

7月16日より　(全日)6:00～20:00

テイクアウトコーナー
「竹雀（おこわ・総菜）」

(平日)10:00～18:00
(土日祝)9:00～18:00

7月16日より　(全日)9:00～20:00

テイクアウトコーナー
「みちのくいしんぼ」

(平日)10:00～16:00
(土日祝)9:00～17:00

7月16日より　(全日)8:00～18:00

ガスステーション 24H

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「ワサBカフェ」

9:00～17:00

農産物直売所
「くにみだもの」

9:00～17:00

ガスステーション 24H

フードコート
「麺屋喜多方」

24H

フードコート
「和食屋はらくっち」

24H

フードコート
「鶏料理とり政宗本店」

(平日)11:00～15:00
(土日祝)11:00～18:00

7月1日より　(平日)11:00～15:00
                  (土日祝)11:00～20:00

フードコート
「CAMP GRILL 923BASE」

(平日)11:00～15:00
(土日祝)11:00～18:00

7月1日より　(平日)11:00～15:00
                  (土日祝)11:00～20:00

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー
「里山むすび」

10:00～17:00

テイクアウトコーナー
「Sweets monmo」

10:00～17:00

テイクアウトコーナー
「串乃坊BEN-K」

9:00～18:00

農産物直売所
「国見ファーム」

8:00～17:00

ガスステーション 24H

フードコート
10:00～21:00

7月11日より　10:00～23:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

E4　東北自動車道 福島県
東北道

吾妻PA（上り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

国見SA（上り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

国見SA（下り線）

E4　東北自動車道 宮城県
東北道

菅生PA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「幸楽苑」

7:00～21:00(LO20:45)

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

ガスステーション 7:00～22:00

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

レストラン
「あだたらSKYレストラン」

(平日)11:00～15:00(LO14:50)
(土日祝)11:00～20:00(LO19:50)
7月1日より　(平日)11:00～21:00
                (土日祝)7:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

ベーカリー
10:00～17:00

7月1日より　8:00～19:00

テイクアウトコーナー
「あだたら横丁」

10:00～17:00
7月1日より　9:00～18:00

テイクアウトコーナー
「あだたら茶屋」

(平日)営業休止
(土日祝)10:00～17:00

7月1日より　(全日)9:00～18:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

レストラン
「お食事処あだたら亭」

(平日・土曜)11:00-15:30(LO15:00)
(日曜)11:00～16:00(LO15:30)
      /17:30～20:00(LO19:30)

7月16日より　(平日)11:00～21:00
                   (土日祝)7:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

テイクアウトコーナー 9:00～17:00

ベーカリー
「SUN ADATARA」

8:30～17:00
7月16日より　8:00～18:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

E4　東北自動車道 福島県
東北道

安達太良SA（上り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

安達太良SA（下り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

福島松川PA（上り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

福島松川PA（下り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

吾妻PA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
8:00～20:00(LO19:45)

7月1日より　7:00～21:00

ショッピング 24H

シャワー 24H

ガスステーション 24H

フードコート
7:00～20:00

7月1日より　6:00～20:00

ショッピング 24H

シャワー 24H

ガスステーション 24H

E4　東北自動車道 福島県
東北道

鏡石PA（上り線）
コンビニ

「ミニストップ」
24H

E4　東北自動車道 福島県
東北道

鏡石PA（下り線）
コンビニ

「ミニストップ」
24H

レストラン
「テラスレストラン」

(平日)11:00～15:00(LO14:30)
(土日祝)11:00～20:00(LO19:30)
7月1日より　(平日)11:00～21:00

                 (土日祝)7:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

ベーカリー
(平日)11:00～16:00
(土日祝)8:00～17:00

7月1日より　(全日)8:00～19:00

野菜市場
(平日)11:00～15:00

(土日祝)10:00～16:00
7月1日より　(全日)10:00～17:00

テイクアウトコーナー
「スカイファーム」

(平日)10:00～17:00
(土日祝)10:00～18:00

※平日は2ﾌﾞｰｽ土日祝は3ﾌﾞｰｽｵｰﾌﾟﾝ
7月1日より　(全日)9:00～18:00

テイクアウトコーナー
「トロリーバス」

営業休止
7月3日より　11:00～17:00

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

ガスステーション 24H

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

那須高原SA（上り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

安積PA（上り線）

E4　東北自動車道 福島県
東北道

安積PA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「ダイニング　こもれび」

11:00～15:00
7月1日より　(平日)11:00～21:00(LO20:15)
                (土日祝)7:00～21:00(LO20:15)

フードコート
「らーめん白河の郷」

24H

フードコート
「うどん・そば芽吹き」

24H

フードコート
「とん豚」

11:00～21:00

フードコート
「神様ちゃんぽん」

11:00～21:00

カフェ
「高原ベーカリー」

11:00～19:00
7月1日より　7:00～19:00

ショッピング
「芋屋」

10:00～18:00

ショッピング 24H

ベーカリー 7:00～18:00

テイクアウトコーナー
(平日)10:00～16:00
(土日祝)9:00～17:00

7月1日より　(全日)9:00～17:00

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

ガスステーション 24H

フードコート 7:00～20:00

コンビニ
「デイリーヤマザキ」

24H

フードコート 6:00～20:00

コンビニ
「デイリーヤマザキ」

24H

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

レストラン
「あさや」

11:00～15:00
7月15日より　11:00～22:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

ガスステーション 24H

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

上河内SA（上り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

矢板北PA（上り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

矢板北PA（下り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

黒磯PA（上り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

黒磯PA（下り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

那須高原SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「和食　九尾」

(平日)11:00～15:00(LO14:30)
(土日祝)7:00～15:00(LO14:30)

7月1日より　(全日)7:00～22:00(LO21:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

餃子コーナー 7:00～21:00(LO20:30)

ガスステーション 24H

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー
「くるくる」

(平日)営業休止
(土日祝)12:00～16:00

テイクアウトコーナー
「もぐもぐ」

12:00～16:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

カフェ
「KEY'S CAFÉ」

(平日)8:00～12:00
(土日祝)8:00～13:00

High Chara Station
（ハイキャラステーション）

営業休止

テイクアウトコーナー 営業休止

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー 営業休止

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

レストラン 11:00～21:00(LO20:00)

フードコート 24H

ショッピング 24H

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～20:00

レストラン 工事休止

フードコート 24H

ショッピング 24H

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)8:00～18:00

(土日祝)7:00～19:00

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

佐野SA（上り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

佐野SA（下り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

都賀西方PA（上り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

都賀西方PA（下り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

大谷PA（上り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

大谷PA（下り線）

E4　東北自動車道 栃木県
東北道

上河内SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「五鉄」

10:00～21:00(LO20:30)

フードコート
「本所さなだや」

10:00～21:00(LO20:30)

フードコート
「忠八」

(平日)10:00～20:00(LO19:30)
(土日祝)10:00～21:00(LO20:30)

7月16日より　(全日)10:00～21:00(LO20:30)

フードコート
「弁多津」

9:00～21:00(LO20:30)

フードコート
「万七」

9:00～21:00(LO20:30)

ショッピング
「みやげ処屋台連」

7:00～22:00

テイクアウトコーナー
「船橋屋」

9:00～20:00

テイクアウトコーナー
「立ち食い処屋台連」

10:00～20:00

テイクアウトコーナー
「文楽焼本舗」

9:00～20:00

レストラン
「羽生洋食軒」

(平日)11:00～22:00（LO21:00)
(土日祝)7:00～22:00（LO21:00)

フードコート
「よ～いDON」

7:00～21:30（LO21:00)

フードコート
「神様ちゃんぽん」

10:00～21:30（LO21:00)

フードコート
「ゴーゴーカレー」

10:00～21:30（LO21:00)

フードコート
「羽生製麺処」

24H

フードコート
「胡麻唐屋」

10:00～21:00(LO20:30)

テイクアウトコーナー
「美彩屋」

(平日)11:00～15:00
(土日祝)9:00～15:00

ショッピング
「旬撰倶楽部」

7:00～21:00

ショッピング
「おこわ米八」

9:00～20:00

ショッピング
「ローストキャラメルマーケット」

8:00～20:00

ベーカリー
「ドンク・ミニワン」

7:00～21:00

テイクアウトコーナー
「ずんだ茶寮Cafe」

(平日)8:00～19:00
(土日祝)8:00～20:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

(平日)7:00～22:00
(土日祝)6:30～22:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

E4　東北自動車道 埼玉県
東北道

羽生PA（上り線）
鬼平江戸処

E4　東北自動車道 埼玉県
東北道

Pasar羽生（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「牛たん炭焼利久」

11:00～21:30(LO21:00)

フードコート
「翁の郷」

24H

フードコート
「ひのでや食堂」

7:00～21:30(LO21:00)

フードコート
「伝説のすた丼屋」

7:00～21:30(LO21:00)

フードコート
「せたが屋」

7:00～23:30(LO23:00)

フードコート
「韓美膳」

10:00～21:30(LO21:00)

フードコート
「鶏三和」

10:00～21:30(LO21:00)

ショッピング
「旬撰倶楽部」

7:00～22:00

ショッピング
「おこわ米八」

9:00～21:00

ショッピング
「鶏撰」

9:00～21:00

ショッピング
「PAOPAO」

9:00～21:00

ショッピング
「日乃本帆布」

9:00～21:00

ショッピング
「グラニフ」

9:00～21:00

ショッピング
「フレッシュダイトー」

10:00～21:00

ショッピング
「ニュー・クイック」

10:00～21:00

ショッピング
「魚の北辰」

10:00～21:00

ベーカリー
「アンデルセン」

8:00～20:00

テイクアウトコーナー
「日本橋 一平」

9:00～21:00

テイクアウトコーナー
「たいやき神田達磨」

9:00～21:00

テイクアウトコーナー
「MOMI&TOYS」

11:00～20:00
7月16日より 10:00～21:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

コンビニ
「ローソン」

24H

アトリウム 11:00～20:00

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～20:00

ガスステーション 24H

E4　東北自動車道 埼玉県
東北道

Pasar蓮田（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
11:00～15:00

7月16日より　(平日)11:00～22:00(LO21:30)
　                (土日祝)7:00～22:00(LO21:30)

フードコート 24H

ラーメン専門店
「蓮の花」

11:00～16:00
7月16日より 10:00～23:00

ショッピング 24H

ショッピング
「まる天」

8:00～17:00
7月16日より 8:00～20:00

テイクアウトコーナー
「川越PATATE」

9:00～17:00
7月16日より 9:00～20:00

テイクアウトコーナー
「あられたこ焼き 彩丸」

9:00～17:00
7月16日より 11:00～20:00

テイクアウトコーナー
「アジアンクック」

9:00～17:00
7月16日より 7:00～21:00

ベーカリー
7:00～17:00

7月16日より 6:00～21:00

カフェ
「エクセルシオールカフェ」

7:00～17:00
7月16日より 6:00～21:00

お弁当
「HIGHWAY　Lunch　BOX」

9:00～17:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)8:00～18:00

(土日祝)7:00～19:00

E17　関越自動車道 新潟県
関越道

山谷PA（上り線）
コンビニ

「デイリーヤマザキ」
24H

E17　関越自動車道 新潟県
関越道

山谷PA（下り線）
コンビニ

「デイリーヤマザキ」
24H

レストラン
「火ぼたる」

11:00～16:00(LO15:30)
7月11日より　11:00～21:00(LO20:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

ベーカリー
「フローリー」

8:00～17:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

レストラン
「たかべん」

11:00～15:00(LO14:30)
7月16日より　11:00～20:00(LO19:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

特設販売 11:00～15:00

E17　関越自動車道 新潟県
関越道

塩沢石打SA（上り線）

E17　関越自動車道 新潟県
関越道

越後川口SA（上り線）

E17　関越自動車道 新潟県
関越道

越後川口SA（下り線）

E4　東北自動車道 埼玉県
東北道

蓮田SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

レストラン
「トラットリア オゴッツォ」

11:00～15:00(LO14:20)
7月1日より　(平日)11:00～22:00(LO21:30)
 　　　　　 　  (土日祝)7:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「赤城食堂」

24H

フードコート
「越後へぎそば処」

10:00～20:00
7月1日より　24H

フードコート
「ラー麺　畑」

10:00～22:00

ショッピング 24H

カフェ
「大和屋カフェ」

10:00～20:00
7月1日より　7:30～20:00

野菜市場
「AKAGI FARMERS MARKET」

10:30～19:00

ガスステーション 24H

レストラン
「あかぎ庵」

11:00～15:00
7月16日より　(平日)11:00～20:00
　　　　　　　　　(土日祝)7:00～20:00

フードコート
「らーめんブー次郎」

6:00～21:00

フードコート
「あかぎ食堂」

24H

フードコート
「ブー次郎のおにぎり工房」

6:00～18:00

ショッピング 24H

ガスステーション 24H

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 8:00～15:00

E17　関越自動車道 群馬県
関越道

駒寄PA（上り線）

E17　関越自動車道 群馬県
関越道

駒寄PA（下り線）

E17　関越自動車道 群馬県
関越道

赤城高原SA（上り線）

E17　関越自動車道 群馬県
関越道

赤城高原SA（下り線）

E17　関越自動車道 群馬県
関越道

谷川岳PA（上り線）

E17　関越自動車道 群馬県
関越道

谷川岳PA（下り線）

E17　関越自動車道 新潟県
関越道

塩沢石打SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン 11:00～22:00

フードコート
「天丼てんや」

11:00～22:00

フードコート
「上州ぽ～く亭」

10:00～22:00

フードコート
「彩の国」

24H

フードコート
「那の福」

24H

フードコート
「神様ちゃんぽん」

11:00～22:00

ショッピング 24H

ショッピング
「磯揚げ天 三山亭」

10:00～20:00

ショッピング
「おやき いろは堂」

10:00～20:00

ショッピング
「こんにゃくの里」

10:00～18:00

テイクアウトコーナー
「紋次郎」

10:00～20:00

ベーカリー 8:00～20:00

カフェ
「kamisato café」

10:00～20:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～20:00

レストラン
7:00～15:00

7月16日より　(平日)7:00～20:00
　　　　　　　　    (土日祝)6:00～21:00

フードコート
「KURA」

24H

フードコート
「麦さと屋」

5:00～19:00
7月16日より　24H

フードコート
「姫軒」

5:00～21:00
7月16日より　24H

ショッピング 24H

ベーカリー
(月～木・日祝)6:00～16:00
(金・土・祝前日)6:00～18:00

7月16日より　(全日)7:00～20:00

テイクアウトコーナー
(月～木・日祝)7:00～17:00
(金・土・祝前日)7:00～19:00

7月16日より　(全日)7:00～21:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

宝くじ・チケット 7:00～20:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)8:00～18:00

(土日祝)7:00～19:00

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

上里SA（下り線）

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

上里SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 8:00～20:00

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

シャワー 24H

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 営業休止

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー
(平日)営業休止

(土日祝)13:00～17:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

レストラン
11:00～15:00(LO14:30)

7月16日より　11:00～22:00(LO21:20)

フードコート 24H

フードコート
「Rally」

12:00～18:00

フードコート
「らあめん花月嵐」

10:00～21:00
7月1日より　10:00～22:00

フードコート
「かつや」

10:00～21:00
7月1日より　10:00～22:00

ショッピング 24H

カフェ
「タリーズコーヒー」

10:00～20:00

ベーカリー 7:00～15:00

テイクアウトコーナー
「たこ焼き」

11:30～18:30

テイクアウトコーナー
「牛串」

営業休止
7月1日より　11:30～18:30

テイクアウトコーナー
「クレープ」

営業休止
7月16日より　11:30～18:30

宝くじ
営業休止

7月1日より　9:30～17:30

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～20:00

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

嵐山PA（下り線）

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

高坂SA（上り線）

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

寄居PA（下り線）

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

嵐山PA（上り線）

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

寄居PA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
11:00～15:00(LO14:30)

7月16日より　(平日)8:00～21:00
　　　　　　　　　  (土日祝)7:00～22:00

フードコート 24H

フードコート内
FFスナック

7:00～20:00

ショッピング 24H

ショッピング
「まる天」

(平日)7:00～15:00
(土日祝)7:00～16:00

ベーカリー 7:00～17:00

テイクアウトコーナー
「アジアンクック」

(平日)7:00～14:00
(土日祝)7:00～15:00

テイクアウトコーナー
「メープル」

(平日)7:00～14:00
(土日祝)7:00～15:00

テイクアウトコーナー
「どないや」

(平日)7:00～14:00
(土日祝)7:00～15:00

テイクアウトコーナー
「函館パターテ」

(平日)7:00～14:00
(土日祝)7:00～15:00

テイクアウトコーナー
「川越パターテ」

(平日)7:00～14:00
(土日祝)7:00～15:00

カフェ
「KEY'S CAFÉ」

(平日)7:00～15:00
(土日祝)7:00～16:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)8:00～18:00

(土日祝)7:00～19:00

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

高坂SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「すし松」

11:00～21:30

フードコート
「肉処　壱丁田」

10:00～21:30

フードコート
「鶏三和」

10:00～21:30

フードコート
「どうとんぼり神座」

7:00～23:00

フードコート
「そばと丼　よしの」

24H

フードコート
「ジャパゲッティ」

8:00～22:00

ショッピング
「旬撰倶楽部」

7:00～22:00

ショッピング
「鳥麻」

9:00～21:00

ショッピング
「新井園本店」

(平日)10:00～20:00
(土日祝)9:00～20:00

7月16日より　(平日)9:30～20:30
　　　　　　　　　　(土日祝)9:00～21:00

ショッピング
「くらづくり本舗」

9:00～20:00
7月16日より　9:00～21:00

ショッピング
「果汁工房果琳」

7:00～20:00

ショッピング
「オートバックス」

8:00～20:00

ショッピング
「崎陽軒」

9:00～21:00

ショッピング
「新宿さぼてん」

9:00～21:00

ベーカリー
「ポンパドウル」

(平日)8:00～20:00
(土日祝)7:00～20:00

テイクアウトコーナー
「パフェ&ソフト　鐘の木」

(平日)10:00～21:00
(土日祝)8:00～22:00

テイクアウトコーナー
「芋や　富かわ」

(平日)10:00～21:00
(土日祝)8:00～22:00

テイクアウトコーナー
「おにぎり・玉子焼き　にぎり玉」

(平日)10:00～21:00
(土日祝)8:00～22:00

テイクアウトコーナー
「太麺焼きそば　川越大沢亭」

(平日)10:00～21:00
(土日祝)8:00～22:00

食の駅 9:00～20:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

大黒天宝くじ 10:00～19:00

アトリウム
(平日)11:00～20:00

(土日祝)10:00～20:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～20:00

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

Pasar三芳（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 24H

フードコート
「まい泉」

9:00～21:00(LO20:30)

テイクアウトコーナー
「うまいもの茶屋」

9:00～16:00
7月16日より　8:30～16:00

テイクアウトコーナー
「グルメデリ」

9:00～16:00
7月16日より　8:30～16:00

ショッピング 24H

ベーカリー
7:00～18:00

7月16日より　7:00～19:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)8:00～18:00

(土日祝)7:00～19:00

ガスステーション 24H

フードコート 7:00～20:00

ショッピング 7:00～20:00

フードコート 6:30～19:30

ショッピング 6:30～19:30

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

ガスステーション 24H

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

ガスステーション 24H

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

日立中央PA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

日立中央PA（下り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

中郷SA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

中郷SA（下り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

関本PA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

関本PA（下り線）

E6　常磐自動車道 福島県
常磐道

四倉PA（上り線）

E6　常磐自動車道 福島県
常磐道

四倉PA（下り線）

E17　関越自動車道 埼玉県
関越道

三芳PA（下り線）

E6　常磐自動車道 福島県
常磐道

南相馬鹿島SA（集約）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

フードコート
「珠玉の蔵」

11:00～21:00

フードコート
「魚の蔵」

10:00～21:00

フードコート
「肉の蔵」

10:00～21:00

フードコート
「粉の蔵」

24H

フードコート
「菜の蔵」

24H

フードコート
「おやつの蔵」

24H

ショッピング
「おみやげの蔵」

24H

ベーカリー
「ともべベーカリー」

7:00～20:00

テイクアウトコーナー
「ときわ路 蔵通り」

(平日)10:00～19:00
(土日祝)10:00～20:00

テイクアウトコーナー
「おめで鯛焼き本舗」

(平日)11:00～19:00
(土日祝)10:30～19:30

コンビニ
「コンビニの蔵」

24H

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～21:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

レストラン
「手打ち蕎麦処常陸庵」

(平日)8:00～21:00(LO20:30)
(土日祝)7:00～21:00(LO20:30)

フードコート
「里のうどん　兎や」

24H

フードコート
「麺や村里木」

7:00～22:00

フードコート
「炙り焼どん・丼」

7:00～22:00

ベーカリー
「Bread's Court」

(平日)7:00～17:00
(土日祝)7:00～19:00

テイクアウト
「Tomobe・Deli」

(平日)8:00～17:00
(土日祝)7:00～19:00

テイクアウト
「サテライト」

(平日)8:00～15:00
(土日祝)7:00～17:00

ショッピング 24H

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～21:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)7:30～18:00

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

友部SA（下り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

友部SA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

東海PA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

東海PA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

シャワー 24H

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 6:00～19:00

ショッピング 6:00～19:00

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

谷田部東PA（下り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

千代田PA（下り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

谷田部東PA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

美野里PA（下り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

千代田PA（上り線）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

美野里PA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「焼肉ライク」

11:00～21:30

フードコート
「びっくりドンキー」

10:00～21:30

フードコート
「鶏三和」

10:00～21:30
7月16日より 8:00～21:30

フードコート
「ぼてぢゅう屋台」

9:00～21:30

フードコート
「茨城大勝軒」

11:00～21:30

フードコート
「茨城もりの市場食堂」

8:00～21:30

フードコート
「天常庵」

24H

ショッピング
「旬撰倶楽部」

(平日)8:00～22:00
(土日祝)7:00～22:00

ショッピング
「いばらきまーけっと」

9:00～20:00

ショッピング
「志ち乃」

9:00～20:00

ショッピング
「鳥麻」

9:00～21:00

ショッピング
「磯揚げMARUTEN」

9:00～21:00

ショッピング
「柿安柿次郎」

9:00～21:00

テイクアウト
「茨城 串大将」

(平日)11:00～20:00
(土日祝)8:00～21:00

テイクアウト
「いばらきおやつ FLUFFY KITCHEN」

(平日)11:00～20:00
(土日祝)8:00～21:00

テイクアウト
「ミルク工房MORIYA」

(平日)11:00～20:00
(土日祝)8:00～21:00

ベーカリー
「守谷ベーカリー」

7:00～20:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

6:30～22:00

守谷SAやさい村 11:00～18:00

アトリウム 11:00～20:00

コンビニ
「ローソン」

24H

宝くじ 9:00～17:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～20:00

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

Pasar守谷（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「南国酒家　広東麺飯房」

11:00～21:00

フードコート
「どんぶり子」

11:00～21:00

フードコート
「焼肉トラジ」

11:00～21:00

フードコート
「鼓」

24H

フードコート
「せたが屋」

6:00～21:00

フードコート
「寅福　守谷食堂」

10:00～21:00

フードコート
「とんかつ　まい泉」

11:00～21:00

ショッピング
「旬撰倶楽部」

6:00～22:00

ベーカリー
「PAiN au TRADITIONNEL」

6:00～20:00

テイクアウトコーナー
「南国酒家　南包子」

(平日)10:00～18:00
(土日祝)9:00～20:00

テイクアウトコーナー
「楽甚」

(平日)10:00～18:00
(土日祝)9:00～20:00

テイクアウトコーナー
「TAKE&GO」

(平日)10:00～16:00
(土日祝)9:00～18:00

ショッピング
「麻布あさひ」

9:00～20:00

ショッピング
「肉の大山」

9:00～20:00

ショッピング
「祝や米八」

9:00～20:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

コンビニ
「ローソン」

24H

宝くじ 9:00～17:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)8:00～18:00

(土日祝)7:00～19:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 11:00～15:00

ガスステーション 24H

フードコート 7:00～20:00

ショッピング 7:00～20:00

テイクアウトコーナー 11:00～15:00

ガスステーション 24H

E50　北関東自動車道 群馬県
北関東道

波志江PA（西行き）
コンビニ

「ローソン」
24H

E50　北関東自動車道 茨城県
北関東道

笠間PA（集約）

E50　北関東自動車道 群馬県
北関東道

太田強戸PA（集約）

E6　常磐自動車道 茨城県
常磐道

Pasar守谷（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

E50　北関東自動車道 群馬県
北関東道

波志江PA（東行き）
コンビニ

「ミニストップ」
24H

フードコート 7:00～21:00

ショッピングコーナー 7:00～21:00

テイクアウトコーナー 9:00～18:00

ガスステーション 24H

ショッピング 7:00～21:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 11:00～15:00

C3　東京外環自動車道 埼玉県
外環道

新倉PA（集約）
コンビニ

「ローソン」
24H

E51　東関東自動車道 千葉県
東関東道

大栄PA（上り線）
コンビニ

「セブンイレブン」
24H

E51　東関東自動車道 千葉県
東関東道

大栄PA（下り線）
コンビニ

「セブンイレブン」
24H

フードコート
「総の台所」

7:30～19:30

フードコート
「田所商店」

10:00～19:30

ショッピング 7:30～19:30

カフェ
「KEY'S CAFÉ」

(平日)10:00～14:00
(土日祝)11:00～18:00

テイクアウトコーナー
「Cowsスタンド」

9:00～19:00

カームダウンスペース 8:00～18:30

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

フードコート
「総のそば・うどん」

6:00～16:00

フードコート
「総のラーメン」

6:00～19:00

フードコート
「松屋」

24H

ショッピング 6:00～19:00

テイクアウトコーナー
「白い恋人」

11:00～14:00

ベーカリー
(月～金)営業休止
(土日)7:00～14:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

6:30～22:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)7:30～18:00

E51　東関東自動車道 千葉県
東関東道

酒々井PA（下り線）

C4　首都圏中央連絡自動車道 埼玉県
圏央道

狭山PA（外回り）

E51　東関東自動車道 千葉県
東関東道

酒々井PA（上り線）

C4　首都圏中央連絡自動車道 埼玉県
圏央道

菖蒲PA（集約）

C4　首都圏中央連絡自動車道 埼玉県
圏央道

狭山PA（内回り）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 6:00～20:00

ショッピング 6:00～20:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

フードコート
8:00～20:00

7月16日より　5:00～23:00

ショッピング
8:00～20:00

7月16日より　5:00～23:00

テイクアウトコーナー
10:00～18:00

7月16日より　10:00～19:00

宝くじ
10:00～18:00

7月16日より　9:00～18:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

フードコート
「白浜軒」

11:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「波止場食堂」

11:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「満点カレー」

11:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「右衛門」

6:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「肉丼の星」

11:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「完熟バナナジュース」

11:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「リンガーハット」

11:00～22:00

フードコート
「マクドナルド」

24H

ベーカリー
「Breads　Plus」

7:00～21:00
7月16日より　7:00～22:30

ショッピング
「旬撰倶楽部」

7:00～22:00

リラクゼーション
「無重力マッサージ」

6:00～21:30

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

E51　東関東自動車道 千葉県
東関東道

湾岸幕張PA（下り線）

E14　京葉道路 千葉県
京葉道路

Pasar幕張（上り線）

E51　東関東自動車道 千葉県
東関東道

湾岸幕張PA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

ごっつええ本舗 11:00～21:00

フードコート
「房州濱乃屋」

11:00～21:30(LO21:00)

フードコート
「天つるリ」

6:00～22:00(LO21:30)

フードコート
「麺大将」

(平日)11:00～21:30(LO21:00)
(土日祝)10:00～21:30(LO21:00)

フードコート
「とん楽」

6:00～21:30(LO21:00)

ベーカリー
「Natural Bread Bakery」

6:00～20:00

カフェ
「タリーズコーヒー」

(平日)7:00～20:00
(土日祝)6:00～22:00

旬撰倶楽部
「マタイッコタベタイカフェ」

(平日)9:00～21:00
(土日祝)8:00～21:00

旬撰倶楽部
「スーベニアショップ」

(平日)9:00～21:00
(土日祝)8:00～21:00

旬撰倶楽部
「柿安」

(平日)9:00～21:00
(土日祝)8:00～21:00

旬撰倶楽部
「崎陽軒」

(平日)9:00～21:00
(土日祝)8:00～21:00

旬撰倶楽部
「鳥麻」

(平日)9:00～21:00
(土日祝)8:00～21:00

野菜市場
「食の駅」

(平日)9:00～20:00
(土日祝)8:00～20:00

コンビニ
「ミニストップ」

24H

フードコート
「松屋」

24H

コンビニ
「デイリーヤマザキ」

24H

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

テイクアウトコーナー 営業休止

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 営業休止

E82　千葉東金道路 千葉県
千葉東金道路

野呂PA（下り線）

E14　京葉道路 千葉県
京葉道

京葉市川PA（下り線）

E82　千葉東金道路 千葉県
千葉東金道路

野呂PA（上り線）

E14　京葉道路 千葉県
京葉道路

Pasar幕張（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「なべとん」

24H

フードコート
「かのか」

24H

フードコート
「海山食堂」

11:00～22:00

フードコート
「たべたび屋台」

10:00～18:00

ショッピング 7:00～23:00

テイクアウト
「磯揚げ　まる天」

10:00～18:00

テイクアウトコーナー
「はらくちファーム」

10:00～18:00

ベーカリー
「はらくち製パン所」

7:00～18:00

カフェ
「WIRED　CAFÉ」

7:00～21:00

フードコート
「ロッテリア」

7:00～22:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

フードコート
「蕎麦蔵　結」

24H

フードコート
「九龍房」

24H

フードコート
「豚屋」

(平日)11:00～19:00
(土日祝)11:00～20:00

7月11日より　(全日)10:00～20:00

フードコート
「大庄水産」

(平日)11:00～19:00
(土日祝)11:00～20:00

7月11日より　(全日)10:00～20:00

ショッピング 24H

カフェ
「LeCafeDeMaMaison」

7:00～17:00
7月11日より　7:00～18:00

テイクアウトコーナー
「YATAI　DELI」

(平日)10:00～16:00
(土日祝)9:00～16:00

7月11日より　(全日)9:00～17:00

ベーカリー
「MIYABI」

7:00～17:00
7月11日より　7:00～18:00

ガスステーション 7:00～22:00

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)7:30～18:00

E14　館山自動車道 千葉県
館山道

市原SA（下り線）

E14　館山自動車道 千葉県
館山道

市原SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「あさりやcafé」

7:00～20:30

フードコート
「海ほたるゴーゴーカレー」

10:00～20:30

フードコート
「蕎麦港屋」

24H

フードコート
「熱麺醤々」

工事休止

フードコート
「あさりらーめん波市」

9:00～24:00

フードコート
「ちーば丼」

10:00～20:30

フードコート
「炙亭とんぎゅう」

10:00～20:30

レストラン
「房総海鮮処 木更津庵」

(平日)11:00～21:00
(土日祝)8:30～22:00

レストラン
「そば・うどん　かずさ」

(平日)7:00～18:00
(土日祝)7:00～20:00

レストラン
「オーシャン・キッチン」

(平日)11:00～21:00
(土日祝)8:30～22:00

レストラン
「海鮮三崎港」

(平日)11:00～21:00
(土日祝)11:00～22:00

ショッピング
「ウミナカプラザ」

(平日)9:00～22:00
(土日祝)8:00～22:00

ショッピング
　「Bay Brand 房の駅」

8:00～20:00

ショッピング
「Bay Brand 房の駅(マルシェ店)」

9:00～18:00

ベーカリー
「ぽるとがるcafé」

8:00～20:00

軽食・カフェ
「シーフェアリー」

(平日)9:00～20:00
(土日祝)8:00～21:00

軽食・カフェ
「IDEBOK」

7:30～22:00

軽食・カフェ
「ヨゴリーノ」

11:00～20:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～22:00

アミューズ
「アドアーズ」

(平日)9:00～24:00
(土日祝)7:00～24:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

インフォメーション
(平日)9:00～19:00

(土日祝)8:00～19:00

フードコート 6:00～19:00

ショッピング 6:00～19:00

ベーカリー 6:00～19:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

8:00～21:00

フードコート 24H

ショッピング 24H

E83　第三京浜道路 神奈川県
第三京浜

都筑PA（上り線）

E83　第三京浜道路 神奈川県
第三京浜

保土ヶ谷PA（下り線）

CA　東京湾アクアライン 千葉県
東京湾アクアライン
海ほたるPA（集約）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート
「らあめん花月嵐」

9:00～21:00

コンビニ
「ファミリーマート」

24H

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 7:00～19:00

フードコート 
8:00～20:00

7月16日より　7:00～20:00

ショッピング
8:00～20:00

7月16日より　7:00～20:00

フードコート 
8:00～20:00

7月16日より　7:00～20:00

ショッピング
8:00～20:00

7月16日より　7:00～20:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

野菜市場
(平日)10:30～15:00
(土日祝)9:00～17:00

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

特設売店（外）
(平日)11:00～15:30

(土日祝)10:00～16:00

フードコート
(平日)8:00～20:00

(土日祝)7:00～20:00

ショッピング
(平日)8:00～20:00

(土日祝)7:00～20:00

ベーカリー 9:00～16:00

野菜市場 11:00～16:00

ガスステーション 24H

フードコート
(平日)7:00～19:00

(土日祝)7:00～20:00

ショッピング
(平日)7:00～19:00

(土日祝)7:00～20:00

ガスステーション 24H

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

コンビニ
「セブンイレブン」

24HE18　上信越自動車道 長野県
上信越道

千曲川さかきPA（下り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

松代PA（下り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

千曲川さかきPA（上り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

小布施PA（下り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

松代PA（上り線）

E18　上信越自動車道 新潟県
上信越道

妙高SA（下り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

小布施PA（上り線）

E18　上信越自動車道 新潟県
上信越道

妙高SA（上り線）

E16　横浜横須賀道路 神奈川県
横浜横須賀道

横須賀PA（上り線）

E16　横浜横須賀道路 神奈川県
横浜横須賀道

横須賀PA（下り線）

E83　横浜新道 神奈川県
横浜新道

戸塚PA（上り線）

E83　横浜新道 神奈川県
横浜新道

戸塚PA（下り線）

30



２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
「BENIYA」

営業休止
7月16日より　11:00～21:00(LO20:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

特設売店（外）
「Avanzare（アヴァンツァーレ）」

11:00～15:00
7月16日より　10:00～18:00

ガスステーション 24H

レストラン
「塔」

11:00～15:00(LO14:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

ベーカリー 営業休止

テイクアウトコーナー 10:00～17:00

ガスステーション 7:00～22:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

フードコート
「信州そば　ひらお」

11:00～15:00

レストラン
「燈歌」

11:00～15:00(LO14:30)
7月1日より　11:00～21:00(LO20:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

ショップ
おぎのや「釜めし」

(平日・土曜)8:00～売切れ次第
(日祝)7:30～売切れ次第

ベーカリー 10:00～17:00

テイクアウトコーナー 12:00～18:00

野菜市場
10:00～17:00

7月1日より　10:00～18:00

カフェ
「スターバックスコーヒー」

8:00～20:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

E18　上信越自動車道 群馬県
上信越道

横川SA（上り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

佐久平PA（上り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

佐久平PA（下り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

東部湯の丸SA（下り線）

E18　上信越自動車道 長野県
上信越道

東部湯の丸SA（上り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

レストラン
11:00～15:00(LO14:30)

7月16日より　7:00～20:00(LO19:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

特設売店
8:00～17:00

7月16日より　7:00～17:00

ベーカリー 8:00～売切れ次第

横川特選市
「たかべん」

7:00～売切れ次第
※ショッピングコーナーにて販売

ボヌールランタロウ
（卵プリン）

営業休止

カフェ
「タリーズコーヒー」

7:00～19:00
7月16日より　7:00～20:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

フードコート 8:00～20:00

ショッピング 8:00～20:00

テイクアウトコーナー 営業休止

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

テイクアウトコーナー 営業休止

フードコート
8:00～21:00

7月16日より　7:00～22:00

ショッピング
8:00～21:00

7月16日より　7:00～22:00

カフェ
「月の里カフェ」

8:00～18:00

レストラン
11:00～15:00

7月16日より　11:00～20:00

フードコート
8:00～20:00

7月16日より　7:00～22:00

ショッピング
8:00～20:00

7月16日より　7:00～22:00

ベーカリー
(平日)営業休止

(土日祝)8:00～15:00
7月16日より　(全日)営業休止

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

特設販売 営業休止

フードコート
「モスバーガー」

7:00～20:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:30～19:00

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

黒埼PA（上り線）

E19　長野自動車道 長野県
長野道

姨捨SA（上り線）

E19　長野自動車道 長野県
長野道

姨捨SA（下り線）

E18　上信越自動車道 群馬県
上信越道

甘楽PA（上り線）

E18　上信越自動車道 群馬県
上信越道

甘楽PA（下り線）

E18　上信越自動車道 群馬県
上信越道

横川SA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

特設販売 営業休止

カフェ
「スターバックスコーヒー」

7:00～20:00

ガスステーション 24H

インフォメーション
(平日)9:00～17:00

(土日祝)8:00～18:30

フードコート 7:00～19:00

ショッピング 7:00～19:00

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

シャワー 24H

コンビニ
「セブンイレブン」

24H

シャワー
24H

(清掃時間　13:00～14:00)

レストラン
「米山洋膳屋ROYAL」

11:00～15:00(LO14:45)
7月1～15日　(全日)11:00～20:00(LO19:45)
7月16日より　(平日)11:00～20:00(LO19:45)
                  (土日祝)8:00～20:00(LO19:45)

フードコート 24H

ショッピング 24H

特設販売
9:00～18:00

※毎週水曜日定休

ガスステーション 24H

レストラン
「福浦」

11:00～15:00(LO14:30)
7月15日より　8:00～21:00(LO20:30)

フードコート 24H

ショッピング 24H

特設販売(浜焼き) 10:00～16:00

特設販売(ソフトクリーム) 10:30～15:30

ガスステーション 24H

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

米山SA（上り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

米山SA（下り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

大積PA（上り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

大積PA（下り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

栄PA（上り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

栄PA（下り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

黒埼PA（下り線）
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２０２２年６月３０日現在

路線名 都道府県 エリア名 コーナー名 営業時間

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

特設販売
(平日)営業休止

(土日祝)13:00～17:00

ガスステーション 24H

フードコート 7:30～19:30

ショッピング 7:30～19:30

特設販売
(平日)営業休止

(土日祝)13:00～17:00

ガスステーション 24H

フードコート
ラーメン「とん太」

9:00～21:00
7月11日より　7:00～21:00

ショッピング
9:00～21:00

7月11日より　7:00～21:00

フードコート
ラーメン「とん太」

9:00～21:00
7月11日より　7:00～21:00

ショッピング
9:00～21:00

7月11日より　7:00～21:00

E8　北陸自動車道 富山県
北陸道

越中境PA（上り線）
コンビニ

「デイリーヤマザキ」
24H

E8　北陸自動車道 富山県
北陸道

越中境PA（下り線）
コンビニ

「デイリーヤマザキ」
24H

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

蓮台寺PA（上り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

蓮台寺PA（下り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

名立谷浜SA（上り線）

E8　北陸自動車道 新潟県
北陸道

名立谷浜SA（下り線）
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