SA・PA MAP

SA・PA MAP
荒川胎内IC 240.8

E7

E8

E7

妙高SA・下り

中条IC 231.1

★★

聖籠新発田IC 219.9

豊栄スマートIC 大型33

大型33
小型33

二輪車、軽自動車、普通車、
中型車12m以下

黒埼PA・下り 新潟方向

黒埼PA・上り 富山方向

新潟空港IC203.4

磐越自動車道に接続
します。詳細は…

新潟亀田IC197.4
新潟中央IC
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新潟中央JCT194.2

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜20：00

黒埼スマートIC

スマートIC出口を利用の場合、
PAは利用できません。

大型23台小型61台／新潟県三条市
☎0256-45-2856／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：00〜20：00

三条燕IC165.2

専用 スマートIC入口を利用の場合

大積PA・下り 新潟方向

大積PA・上り 富山方向

中之島見附IC149.9
関越自動車道に接続
します。詳細は…

長岡北スマートIC

専用 143.1

３5ページ

長岡JCT139.2

E8

大積 PA132.8
おおづみ

北陸
自動車道

米山SA・下り 新潟方向
大型32台小型104台／新潟県柏崎市
☎0257-26-2000／
（株）
ニッカイ米山
レストラン8：00〜21：00（12〜3月11：00〜21：00）
フードコート・ショップ24H
ガスステーション24H ☎0257-31-1812

下り

★

大型17
小型27

上り

千曲川さかきPA・下り

米山SA・上り 富山方向

かりわ

大型22台小型94台／新潟県柏崎市
☎0257-22-7070／ロイヤルホールディングス
（株）
レストラン7：00〜20：00（12〜3月10：00〜20：00）
フードコート・ショップ24H
ガスステーション24H ☎0257-24-7067

柏崎IC 114.9

長野IC124.9

下り

柿崎IC 91.6

名立谷浜SA・下り 新潟方向

大潟スマートIC 大型11

★

全車種車長12m以下

大型30台小型56台／新潟県上越市
☎025-546-2069／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：00〜21：00
ガスステーション24H ☎025-546-2900

上越IC 73.7

蓮台寺PA・下り

★

上信越自動車道に
接続します。詳細は…
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上越JCT69.3

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜21：00

名立谷浜SA・上り 富山方向

大潟

大型11
おおがた
小型25
PA 82.3
スマートIC入口を利用の場合、
PAは利用できません。

専用 6:00〜22:00 小型25

名立谷浜

名立谷浜IC

なだちたにはま
SA 59.5

蓮台寺PA・上り

能生IC 44.4

新潟方向

蓮台寺

大型23台小型13台／新潟県糸魚川市
☎025-552-8104／
（株）
秀穂
フードコート・ショップ7：00〜23：00

富山方向
EV
QUICK

れんだいじ
PA 31.4

大型19台小型13台／新潟県糸魚川市
☎025-552-8102／
（株）
秀穂
フードコート・ショップ7：00〜23：00

糸魚川IC 29.8
親不知IC 17.3

越中境PA・下り 新潟方向

大型41台小型20台／長野県佐久市
☎0267-66-3533／佐久平尾山開発
（株）
フードコート・ショップ7：00〜19：00
信州そば ひらお 11：00〜16：00 ☎0267-66-3380

越中境PA・上り 富山方向

越中境 PA 6.4

えっちゅうさかい

大型24台小型13台／富山県朝日町
フードコート7：00〜19：00
（LO18：30）
デイリーヤマザキ24H ☎0765-83-3620

大型24台小型13台／富山県朝日町
フードコート7：00〜19：00
（LO18：30）
デイリーヤマザキ24H ☎0765-83-3412

朝日IC 0
至黒部IC

横川SA・下り

上田菅平IC96.9

案内スペースの淡色ピクトは、設置されていない施設です。

ウォーク
インゲート
インフォメーション
ベビーケアルーム
掲載情報のご注意
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ドッグラン
ETC利用履歴発行プリンター

ATM
情報ターミナル

E-NEXCO Wi-Fi SPOT

本誌記載の情報は2019年7月1日時点のものであり、
営業時間、
サービス
内容等の掲載内容については、
予告なく変更される場合があります。

ハーフインターチェンジ(IC)
サービスエリア(SA)
パーキングエリア(PA)
営業施設のないSA・PA
0.0 距離表示(km)
ハイウェイガーデン推進中

出光興産

JXTGエネルギー

出光興産（シェル）

ENEOSウイング

エネクスフリート

太陽鉱油

宇佐美

電気自動車急速充電器

ガス欠注意！
早めの給油を！

小諸IC 82.1

専用 全車種車長12m以下
スマートIC出口を利用の場
合PAは利用できません。

佐久平ハイウェイオアシス
「パラダ」

をご利用ください。

https://driveplaza.com/

佐久小諸JCT 72.8
大型40台小型20台／長野県佐久市
☎0267-66-3522／佐久平尾山開発
（株）
フードコート・ショップ7：30〜19：30

佐久平

さくだいら
PA 68.3
スマートIC出口を利用の場合、PAは利用できません。

アスレチック・昆虫体験学習館など
佐久平PA（上下線）第2駐車
場からご利用いただけます。
☎ 0267-67-8100

大型46台小型265台／群馬県安中市
☎027-395-2571／高崎弁当
（株）
インフォメーション 8：00〜18：30
レストラン7：00〜20：00
フードコート・ショップ24H
屋外テイクアウト7：00〜17：00
タリーズコーヒー 7：00〜20：00
（11〜2月 7：00〜19：00 ）☎027-395-2066
ガスステーション24H☎027-395-2770

佐久平PA・上り

佐久IC 71.3

佐久平スマートIC

横川SA・上り
碓氷軽井沢IC52.5

横川 SA 42.1
よこかわ

松井田妙義IC37.5
下仁田IC26.8
富岡IC20.1

甘楽PA・下り

甘楽 かんら
PA15.4
吉井IC11.2

大型40台小型45台／群馬県甘楽町
☎0274-74-6855／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：30〜19：30

ハイウェイオアシス ららん藤岡
花の交流館、農産物直売所、
レストラン

記載されている営業時間は繁忙期等季節により異なる場合がございます。

※高速道路等に関するお問合わせについては、NEXCO 東日本お客さまセンター
エリアの詳細情報・料金等は
☎0570-024024
または☎03-5338-7524

東部湯の丸IC

関越自動車道に接続
します。詳細は…

３5ページ

藤岡PA（上り線）からご利用いただけます。☎ 0274-24-8220
ふじおか
大型20台
PA 1.8
小型173台

藤岡IC

藤岡

情報ターミナル設置

大型50台小型295台／群馬県安中市／☎027-395-3535
（株）
荻野屋／インフォメーション 8：30〜19：00
レストラン11：00〜21：00
（LO20：30）
フードコート・ショップ24H
スターバックス 8：00〜20：00
☎027-380-4088
野菜市場10：00〜18：00
ガスステーション24H ☎027-380-4101

甘楽PA・上り
得 クーポン
大型30台小型45台／群馬県甘楽町
☎0274-74-6647／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：30〜19：30

P3

をご覧ください

レストラン・フードコート
ショッピングコーナー

とうぶゆのまる

大型49台小型80台／長野県東御市
☎0268-63-0230／
（株）
ホテル紅や
レストラン平日および土祝9:00〜21:00 日7:00〜22:00
フードコート・ショップ24H
ガスステーション24H☎0268-61-0500

藤岡JCT 0
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SA・PAで使える

凡例

東部湯の丸 SA 88.6

GS時間営業

7：00~22：00

東部湯の丸SA・上り

スペシャルクーポン

をご覧ください

SA・PAで使える

スペシャルクーポン

P3

大型40台小型27台／長野県坂城町
セブンｰイレブン24H☎0268-82-0112

坂城IC104.8

得 クーポン
インターチェンジ(IC)

上り

千曲川さかき ちくまがわさかき
PA 106.1

E52中部横断自動車道

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜21：00

筑北

至松本IC

佐久平PA・下り

大型27台小型56台／新潟県上越市
☎025-546-2062／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：00〜21：00
ガスステーション24H ☎025-531-5255

千曲川さかきPA・上り

ちくほく
PA23.4

安曇野IC42.7

よねやま

大型52台小型80台／長野県東御市
☎0268-62-6102／千曲観光
（株）
レストラン平日10：00〜20：00 土日祝9：00〜20：00
フードコート・ショップ24H
ガスステーション7：00〜22：00☎0268-61-0271

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜22：00

麻績IC19.5
大型22台
小型43台

長野自動車道

★

スマートIC入口を利用の場合、
SAは利用できません。

二輪車、軽自動車、
普通車6m以下

E19

大型29台小型113台／長野県千曲市
☎026-274-2981／アルピコ交通
（株）
フードコート・ショップ7:00〜22:00

姨捨 おばすて
SA 12.2

姨捨スマートIC

大型27台小型125台／長野県長野市
☎026-278-8788／（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7:00〜20:00
野菜市場10:00〜18:00
ガスステーション24H☎026-278-3833

姨捨SA・上り 松本方向

更埴IC0.9

東部湯の丸SA・下り

米山IC

上信越
自動車道

更埴JCT118.9（◀0）

ドッグランは冬期閉鎖している場合がありますので、
ご注意ください。

米山 SA 105.1

E18

E19

大型22台
小型43台

大型40台小型27台／長野県坂城町
セブンｰイレブン24H☎0268-82-5710

刈羽 PA 123.6

須坂長野東IC134.8

ハイウェイ・オアシス駐車場から
ご利用いただけます。
☎ 026-251-4111

長野
自動車道

大型16台小型25台／長野県小布施町
☎026-247-5552／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：00〜19：00
野菜市場 9：00〜17：00

小布施

IC

小布施

ハイウェイオアシス
小布施総合公園
千曲川ハイウェイミュージアム、
レストラン

専用

小布施PA・上り

松代PA・上り

おぶせ
PA 141.6
スマートIC入口を利用の場合PAは利用できません。

スマート

スマートIC出口を利用の場合、
PAは利用できません。

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜22：00

西山IC 125.6
大型17
小型29

豊田飯山IC154.0

まつしろ

大型32台小型117台／長野県千曲市
☎026-274-2982／アルピコ交通
（株）
レストラン7:00〜21:00
フードコート・ショップ7:00〜22:00

大型13台小型32台／新潟県長岡市
☎0258-46-3632／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：30〜19：30

黒姫野尻湖 くろひめのじりこ
PA 164.1

松代 PA 123.3

姨捨SA・下り 長野方向

スマートIC入口を利用の場合、
PAは利用できません。

PAは利用できません。

大型15台小型33台／新潟県長岡市
☎0258-46-3051／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：30〜19：30

長野自動車道

栄 さかえ
PA 159.3

栄スマートIC

大型8台
小型11台

信州中野IC146.3

大型29台小型111台／長野県長野市
☎026-278-8155／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7:00〜20:00
ガスステーション24H☎026-278-4406

巻潟東IC175.5
大型28台小型67台／新潟県三条市
☎0256-45-2855／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7：30〜20：30

上り

信濃町IC167.2
大型8台
小型11台

専用

栄PA・上り 富山方向

E18

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜20：00

妙高 みょうこう
SA 179.8

松代PA・下り

スマートIC入口を利用の場合、
ガスステーションのみ利用いただけます。
スマートIC出口を利用の場合、
ガスステーションのみ利用できません。

二輪車、軽自動車、普通車、
中型車8.5m以下

栄PA・下り 新潟方向

大型20台小型37台／新潟県妙高市
☎0255-81-3025／高崎弁当
（株）
フードコート・ショップ7:00〜20:00

あらい

妙高高原IC172.3

大型16台小型24台／長野県小布施町
☎026-247-5023／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
フードコート・ショップ7:00〜19:00
※電気自動車急速充電器は小布施ハイウェイオアシスからご利用いただけます。

くろさき

新井 PA 191.7

中郷IC184.3

新井PA上り線はPAから、下り線は
ETC出口手前の駐車場からご利用
いただけます。
☎ 0255-70-1021

下り

大型88台小型80台／新潟県新潟市
☎025-370-1222／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
インフォメーション8：30〜19：00
フードコート・ショップ7：00〜20：00
モスバーガー 7：00〜20：00 ☎025-379-2015
ガスステーション24H ☎025-377-3621

黒埼 PA 184.9

専用 6:00〜22:00

大型15台
小型25台

小布施PA・下り

★

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜20：00

新潟西IC190.7

大型15台
小型25台

ハイウェイオアシス 道の駅あらい
物産館、飲食店、宿泊施設、コンビニ

豊栄 とよさか
SA 205.9

新潟東スマートIC

大型72台小型123台／新潟県新潟市
☎025-379-3464／
（株）
ネクスコ東日本リテイル
インフォメーション8：00〜18：30
フードコート・ショップ7：00〜20：00
スターバックス 7：00〜20：00 ☎025-370-6131
ガスステーション24H ☎025-378-7311

妙高SA・上り
★

新井スマートIC

全車種車長12m以下

★ETC利用履歴発行プリンター 7：00〜20：00

専用 201.6

★

専用

大型20台小型37台／新潟県妙高市
☎0255-81-3022／高崎弁当
（株）
フードコート・ショップ7:00〜20:00

ハイウェイガーデン推進中

豊栄新潟東港IC 212.5
専用 6:00〜22:00 小型33
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上越高田IC198.8

上信越自動車道・ 長野自動車道

北陸自動車道・ 日本海東北自動車道

日本海東北
自動車道

北陸自動車道に接続
します。詳細は…

上越JCT 204.7

