
 

【NEXCO中日本 限定アイテム、配置スタンプキャラクター】 

・みちまるっちは 50の SA・PAでダウンロードできます 

  
Ｎｏ． 道路名 エリア名 上下 所在県

配置スタンプ
キャラクター

限定アイテム

1 東名高速道路 海老名SA 上り 神奈川 くちぱっち せんちょうぼうし（アクセサリー）

2 東名高速道路 海老名SA 下り 神奈川 まめっち せんちょうぼうし（アクセサリー）

3 東名高速道路 足柄SA 上り 静岡 めめっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

4 東名高速道路 足柄SA 下り 静岡 ラブリっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

5 東名高速道路 富士川SA 上り 静岡 まめっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

6 東名高速道路 富士川SA 下り 静岡 くちぱっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

7 東名高速道路 牧之原SA 上り 静岡 ラブリっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

8 東名高速道路 牧之原SA 下り 静岡 めめっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

9 東名高速道路 浜名湖SA 集約 静岡 メロディっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

10 東名高速道路 上郷SA 上り 愛知 まめっち てんむす（ごはん）

11 東名高速道路 上郷SA 下り 愛知 ラブリっち てんむす（ごはん）

12 新東名高速道路 駿河湾沼津ＳＡ 上り 静岡 メロディっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

13 新東名高速道路 駿河湾沼津ＳＡ 下り 静岡 くちぱっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

14 新東名高速道路 清水ＰＡ 集約 静岡 まめっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

15 新東名高速道路 静岡ＳＡ 上り 静岡 くちぱっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

16 新東名高速道路 静岡ＳＡ 下り 静岡 めめっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

17 新東名高速道路 浜松ＳＡ 上り 静岡 ラブリっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

18 新東名高速道路 浜松ＳＡ 下り 静岡 メロディっち じろちょうのかさ（アクセサリー）

19 中央自動車道 談合坂SA 上り 山梨 くちぱっち ほうとう（ごはん）
20 中央自動車道 談合坂SA 下り 山梨 メロディっち ほうとう（ごはん）
21 中央自動車道 双葉SA 上り 山梨 ラブリっち ほうとう（ごはん）
22 中央自動車道 双葉SA 下り 山梨 めめっち ほうとう（ごはん）
23 中央自動車道 諏訪湖SA 上り 長野 まめっち のざわなおやき（ごはん）

24 中央自動車道 諏訪湖SA 下り 長野 くちぱっち のざわなおやき（ごはん）

25 中央自動車道 駒ヶ岳SA 上り 長野 めめっち のざわなおやき（ごはん）

26 中央自動車道 駒ヶ岳SA 下り 長野 ラブリっち のざわなおやき（ごはん）

27 中央自動車道 恵那峡SA 上り 岐阜 メロディっち くりきんとん（おやつ）
28 中央自動車道 恵那峡SA 下り 岐阜 まめっち くりきんとん（おやつ）
29 名神高速道路 養老SA 上り 岐阜 めめっち くりきんとん（おやつ）
30 名神高速道路 養老SA 下り 岐阜 ラブリっち くりきんとん（おやつ）
31 名神高速道路 多賀SA 上り 滋賀 ラブリっち いときりもち（おやつ）
32 名神高速道路 多賀SA 下り 滋賀 メロディっち いときりもち（おやつ）
33 長野自動車道 梓川SA 上り 長野 めめっち のざわなおやき（ごはん）

34 長野自動車道 梓川SA 下り 長野 メロディっち のざわなおやき（ごはん）

35 東名阪自動車道 御在所SA 上り 三重 くちぱっち しんじゅネックレス（おどうぐ）

36 東名阪自動車道 御在所SA 下り 三重 めめっち しんじゅネックレス（おどうぐ）

37 伊勢自動車道 安濃SA 上り 三重 まめっち しんじゅネックレス（おどうぐ）

38 伊勢自動車道 安濃SA 下り 三重 メロディっち しんじゅネックレス（おどうぐ）

39 東海北陸自動車道 関ＳＡ 上り 岐阜 くちぱっち くりきんとん（おやつ）
40 東海北陸自動車道 長良川ＳＡ 下り 岐阜 まめっち くりきんとん（おやつ）
41 北陸自動車道 賤ヶ岳SA 上り 滋賀 まめっち いときりもち（おやつ）
42 北陸自動車道 賤ヶ岳SA 下り 滋賀 くちぱっち いときりもち（おやつ）
43 北陸自動車道 南条SA 上り 福井 ラブリっち えちぜんそば（ごはん）
44 北陸自動車道 南条SA 下り 福井 めめっち えちぜんそば（ごはん）
45 北陸自動車道 尼御前SA 上り 石川 メロディっち のとどん（ごはん）
46 北陸自動車道 尼御前SA 下り 石川 くちぱっち のとどん（ごはん）
47 北陸自動車道 小矢部川SA 上り 富山 めめっち チューリップばたけ（リビング）

48 北陸自動車道 小矢部川SA 下り 富山 ラブリっち チューリップばたけ（リビング）

49 北陸自動車道 有磯海SA 上り 富山 メロディっち チューリップばたけ（リビング）

50 北陸自動車道 有磯海SA 下り 富山 まめっち チューリップばたけ（リビング）



 

【NEXCO中日本 限定アイテム】 

 


