
◆ 参加全メニュー（全１２３品）

番号 路線名 エリア名 商品名
円

（税込）
番号 路線名 エリア名 商品名

円
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1 東名高速 港北PA（下り） ｽﾀﾐﾅ冷し麺 680円 48 中央道 石川PA（上り） 石川ﾌﾞﾗｯｸﾗｰﾒﾝ 750円

2 東名高速 EXPASA海老名（上り） ｻﾞﾎﾞﾝﾈｷﾞﾗｰﾒﾝ 780円 49 中央道 石川PA（下り） 八王子ﾗｰﾒﾝ 500円

3 えび塩らｰめん 850円 50 中央道 談合坂SA（上り） 福龍担々麺 700円

4 東名高速 海老名SA（下り） 南蛮ﾗｰﾒﾝ(小ﾗｲｽ付) 680円 51 中央道 初狩PA（上り） 初狩ﾗｰﾒﾝ 430円

5 東名高速 中井PA（下り） みそらｰめん 580円 52 中央道 初狩PA（下り） あごだし初狩らｰめん 600円

6 東名高速 鮎沢PA（上り） 溶かし味噌らｰめん 650円 53 中央道 谷村PA（上り） 大盛りざるﾗｰﾒﾝ 650円

7 東名高速 鮎沢PA（下り） よくばり野菜ﾗｰﾒﾝ 650円 54 中央道 谷村PA（下り） 新!もつ味噌ﾗｰﾒﾝ 630円

8 東名高速 EXPASA足柄（下り） もち豚味噌らｰめん 920円 55 中央道 釈迦堂PA（上り） あごだし釈迦堂ﾗｰﾒﾝ 600円

9 東名高速 駒門PA（上り） 甘辛野菜ﾗｰﾒﾝ 600円 56 中央道 釈迦堂PA（下り） ｼｬｶﾘｷﾗｰﾒﾝ 850円

10 東名高速 駒門PA（下り） 正油とんこつﾗｰﾒﾝ 590円 57 中央道 境川PA（上り） 横浜風ﾗｰﾒﾝ 500円

11 東名高速 愛鷹PA（上り） しらす餃子ﾗｰﾒﾝ 780円 58 中央道 境川PA（下り） 野菜たっぷり塩らｰめん 680円

12 東名高速 愛鷹PA（下り） 愛･ほろ塩ﾗｰﾒﾝ 680円 59 中央道 双葉SA（上り） 双葉ﾗｰﾒﾝ 800円

13 東名高速 富士川SA（上り） 三島ｺﾛｯｹﾗｰﾒﾝ 740円 60 中央道 双葉SA（下り） ｺｸ黒ﾗｰﾒﾝ 630円

14 東名高速 富士川SA（下り） ｽｰﾌﾟｶﾚｰﾗｰﾒﾝ 750円 61 中央道 八ヶ岳PA（上り） ﾗｰﾒﾝ 430円

15 東名高速 由比PA（上り） 桜えびらｰめん 680円 62 中央道 八ヶ岳PA（下り） ﾗｰﾒﾝ 430円

16 東名高速 日本平PA（上り） ｻﾗﾀﾞﾗｰﾒﾝ 500円 63 中央道 中央道原PA（上り） 野菜たっぷり信州味噌ﾗｰﾒﾝ 680円

17 東名高速 日本平PA（下り） 桜えびﾗｰﾒﾝ 700円 64 中央道 中央道原PA（下り） 特製原村ﾗｰﾒﾝ 500円

18 東名高速 日本坂PA（上り） 焼味噌ﾗｰﾒﾝ 750円 65 中央道 諏訪湖SA（上り） 山賊焼ﾗｰﾒﾝ 850円

19 東名高速 日本坂PA（下り） 丸子宿らうめん 530円 66 中央道 諏訪湖SA（下り） なが田流豚骨味噌ﾗｰﾒﾝ改 650円

20 東名高速 牧之原SA（上り） 辛味噌ﾗｰﾒﾝ 700円 67 中央道 辰野PA（上り） 辰野いなか味噌ﾗｰﾒﾝ 700円

21 遠州黒豚ﾁｬｰｼｭｰ麺 780円 68 中央道 小黒川PA（上り） 有機もやしたっぷり醤油ﾗｰﾒﾝ 600円

22 東名高速 牧之原SA（下り） 牧之原醤油ﾗｰﾒﾝ 500円 69 中央道 小黒川PA（下り） ﾗｰﾒﾝ 450円

23 東名高速 小笠PA（上り） ｽﾀﾐﾅ肉味噌ﾗｰﾒﾝ 700円 70 中央道 駒ｹ岳SA（上り） 味噌ﾗｰﾒﾝ 600円

24 東名高速 遠州豊田PA（上り） 遠州野菜らｰめん 630円 71 中央道 駒ｹ岳SA（下り） 駒ヶ岳ﾗｰﾒﾝ 600円

25 東名高速 遠州豊田PA（下り） 遠州塩ﾗｰﾒﾝ 600円 72 中央道 神坂PA（上り） 里山らｰめん 650円

26 東名高速 三方原PA（下り） 三方原肉ﾗｰﾒﾝ 680円 73 中央道 神坂PA（下り） 神坂ﾗｰﾒﾝ 500円

27 東名高速 浜名湖SA(集約) かつみそﾗｰﾒﾝ 800円 74 中央道 恵那峡SA（上り） 高山ﾗｰﾒﾝ 600円

28 東名高速 新城PA（上り） しょうゆﾗｰﾒﾝ 430円 75 中央道 恵那峡SA（下り） 豚ｶﾗとんこつらｰめん 680円

29 東名高速 赤塚PA（上り） とんこつら～麺 650円 76 中央道 屏風山PA（下り） しょう油ﾗｰﾒﾝ 500円

30 東名高速 赤塚PA（下り） 赤塚ら～めん 580円 77 中央道 虎渓山PA（上り） ﾗｰﾒﾝ 500円

31 東名高速 美合PA（上り） 美合辛口ﾗｰﾒﾝ 530円 78 中央道 内津峠PA（上り） 中華そば 480円

32 東名高速 美合PA（下り） MIKAWAﾗｰﾒﾝ 750円 79 中央道 内津峠PA（下り） ﾁｬｰｼｭｰ麺 680円

33 東名高速 上郷SA（上り） 名古屋ｺｰﾁﾝゆで卵入醤油ﾗｰﾒﾝ 650円 80 長野道 梓川SA（上り） 安曇野ﾗｰﾒﾝ 650円

34 東名高速 上郷SA（下り） 塩ﾗｰﾒﾝ 600円 81 長野道 梓川SA（下り） 梓川ﾗｰﾒﾝ 720円

35 東名高速 東郷PA（上り） 東郷でらうまﾗｰﾒﾝ 650円 82 長野道 みどり湖PA（上り） 山賊ﾗｰﾒﾝ 600円

36 東名高速 東郷PA（下り） 長浜将軍ﾗｰﾒﾝ 630円 83 長野道 みどり湖PA（下り） ﾗｰﾒﾝ 450円

37 東名高速 守山PA（上り） 守山特製こってり魚節らｰめん 680円 84 東名阪道 大山田PA（上り） はまぐりﾗｰﾒﾝ(塩) 680円

38 東名高速 守山PA（下り） 守山ﾗｰﾒﾝ 580円 85 東名阪道 大山田PA（下り） はまぐりﾗｰﾒﾝ 680円

39 名神高速 尾張一宮PA（上り） 特製ﾁｬｰｼｭｰ麺 680円 86 東名阪道 EXPASA御在所（上り） のりらぁめん(塩) 750円

40 名神高速 尾張一宮PA（下り） 台湾ﾗｰﾒﾝ 650円 87 東名阪道 EXPASA御在所（下り） あおさらｰめん 730円

41 名神高速 養老SA（上り） 養老ﾗｰﾒﾝ 600円 88 東名阪道 亀山PA（上り） 野菜ﾗｰﾒﾝ 610円

42 名神高速 養老SA（下り） 野菜たっぷりﾗｰﾒﾝ 680円 89 東名阪道 亀山PA（下り） 豚骨風塩ﾗ-ﾒﾝ 530円

43 名神高速 伊吹PA（上り） 長浜将軍ﾗｰﾒﾝ 730円 90 東海北陸道 関SA（上り） ﾋﾟﾘ辛ﾈｷﾞﾗｰﾒﾝ 650円

44 名神高速 伊吹PA（下り） 和風ﾗｰﾒﾝ 550円 91 東海北陸道 長良川SA（下り） 特製味噌ﾗｰﾒﾝ 720円

45 名神高速 多賀SA（上り） ｽﾀﾐﾅとんこつ野菜野菜ﾗｰﾒﾝ 680円

46 名神高速 EXPASA多賀（下り） 近江ちゃんぽん 730円(並盛)

47 ｽﾀﾐﾅﾗｰﾒﾝ 630円
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92 伊勢道 安濃SA（上り） 津ぎょうざﾗｰﾒﾝ 750円

93 伊勢道 安濃SA（下り） 伊勢鶏ﾗｰﾒﾝ 560円

94 伊勢道 嬉野PA（上り） 松阪牛肉ﾗｰﾒﾝ 880円

95 伊勢道 嬉野PA（下り） 三重豚ﾗｰﾒﾝ 660円

96 北陸道 神田PA（上り） 鰹だし醤油ﾁｬｰｼｭｰﾒﾝ 850円

97 北陸道 神田PA（下り） つけ麺大盛り 780円

98 北陸道 賤ヶ岳SA（上り） 北陸ﾗｰﾒﾝ 680円

99 北陸道 賤ヶ岳SA（下り） しょうゆﾗ-ﾒﾝ 600円

100 北陸道 杉津PA（上り） 杉津ﾗｰﾒﾝ 600円

101 北陸道 杉津PA（下り） 杉津絶景でっけいらｰめん 500円

102 北陸道 南条SA（上り） ｶﾚｰﾗｰﾒﾝ 700円

103 北陸道 南条SA（下り） 濃厚ｶﾆｽｰﾌﾟﾗｰﾒﾝ 800円

104 北陸道 北鯖江PA（上り） 味噌ﾗｰﾒﾝ 500円

105 北陸道 北鯖江PA（下り） ﾁｬｰｼｭｰ麺(塩) 650円

106 北陸道 女形谷PA（上り） ﾁｬｰｼｭｰ醤油ﾗｰﾒﾝ 620円

107 北陸道 女形谷PA（下り） 醤油ﾗ-ﾒﾝ 500円

108 北陸道 尼御前SA（上り） 甘えび塩ﾗｰﾒﾝ 680円

109 北陸道 尼御前SA（下り） 能登いしるﾗｰﾒﾝ 720円

110 北陸道 徳光PA（上り） 醤油ﾗｰﾒﾝ 500円

111 北陸道 徳光PA（下り） 徳光黒ﾗｰﾒﾝ 550円

112 北陸道 不動寺PA（上り） 匠熟成味噌麺 650円

113 北陸道 不動寺PA（下り） 匠ねぎ醤油麺 780円

114 北陸道 小矢部川SA（上り） 富山ﾌﾞﾗｯｸﾗｰﾒﾝ醤油味 700円

115 北陸道 小矢部川SA（下り） ﾓﾂ煮込ﾗｰﾒﾝ 750円

116 北陸道 呉羽PA（上り） 味噌ﾗｰﾒﾝ 500円

117 北陸道 呉羽PA（下り） 醤油ﾗｰﾒﾝ 500円

118 北陸道 有磯海SA（上り） 白えびﾗｰﾒﾝ 700円

119 北陸道 有磯海SA（下り） 白えびﾗｰﾒﾝ 700円

120 小田原厚木 大磯PA（上り） つけ麺大玉魚介醤油味 680円

121 小田原厚木 小田原PA（下り） ｱｼﾞなﾗｰﾒﾝ 750円

122 西湘バイパス 西湘PA（上り） 塩ﾗｰﾒﾝ 450円

123 西湘バイパス 西湘PA（下り） あさり潮騒ﾗｰﾒﾝ 500円




