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番号 支店 エリア名 上下 分類 商品名 販売価格 製造元
保管条件

【該当に○印】
賞味期限 備　　　　　　　　　　考

1 松本 梓川ＳＡ 上 麺類 特撰あづみそば　4人前 1,260 ㈱穂高観光食品 常　　温 50日

松本 梓川ＳＡ 上 麺類 特撰あづみそば　4人前(2個入り） 2,520 ㈱穂高観光食品 常　　温 50日

松本 梓川ＳＡ 上 麺類 特撰あづみそば　4人前(3個入り） 3,780 ㈱穂高観光食品 常　　温 50日

2 松本 梓川ＳＡ 上 漬物 わさび漬極上（木箱）　200ｇ 1,050 ㈱まるたか 冷　　蔵 20日

松本 梓川ＳＡ 上 漬物 わさび漬極上（木箱）　200ｇ（２個入り） 2,100 ㈱まるたか 冷　　蔵 20日

松本 梓川ＳＡ 上 漬物 わさび漬極上（木箱）　200ｇ（３個入り） 3,150 ㈱まるたか 冷　　蔵 20日

3 松本 駒ケ岳ＳＡ 上 調味料 ソースカツ丼ソース６本 3,150 信南サービス㈱
（信南ﾚｽﾄﾗﾝ）

常　　温
製造日から

１年

4 松本 諏訪湖ＳＡ 上 麺類 生そばセット 1,260 ㈱渡辺製麺 冷　　蔵
製造日から

１２日間

松本 諏訪湖ＳＡ 上 麺類 生そばセット（２個入り） 2,520 ㈱渡辺製麺 冷　　蔵
製造日から

１２日間

松本 諏訪湖ＳＡ 上 麺類 生そばセット（３個入り） 3,780 ㈱渡辺製麺 冷　　蔵
製造日から

１２日間

5 松本 諏訪湖ＳＡ 下 漬物 野沢菜（ホテル紅やオリジナル） 630 ㈱まるたか 冷　　蔵
製造日から

１ヵ月

松本 諏訪湖ＳＡ 下 漬物 野沢菜（ホテル紅やオリジナル）（２個入り） 1,260 ㈱まるたか 冷　　蔵
製造日から

１ヵ月

松本 諏訪湖ＳＡ 下 漬物 野沢菜（ホテル紅やオリジナル）（３個入り） 1,890 ㈱まるたか 冷　　蔵
製造日から

１ヵ月

6 八王子 境川ＰＡ 上 農産物 桃のコンポート 1,365 ㈱海老屋 常　　温 １年

八王子 境川ＰＡ 上 農産物 桃のコンポート（２個入り） 2,730 ㈱海老屋 常　　温 １年

八王子 境川ＰＡ 上 農産物 桃のコンポート（３個入り） 4,095 ㈱海老屋 常　　温 １年

7 八王子 境川ＰＡ 上 和菓子 くろ玉　１５ヶ入 1,575 ㈱澤田屋 常　　温 １５日

八王子 境川ＰＡ 上 和菓子 くろ玉　１５ヶ入（２個入） 3,150 ㈱澤田屋 常　　温 １５日

八王子 境川ＰＡ 上 和菓子 くろ玉　１５ヶ入（３個入） 4,725 ㈱澤田屋 常　　温 １５日

8 八王子 釈迦堂ＰＡ 下 飲料 ピーチジュース　1箱 3,000 山梨一宮農協 常　　温 １年

9 八王子 双葉ＳＡ 下 洋菓子 富士屋ホテルブランデーケーキ 1,050 富士屋ホテル㈱ 常　　温 １ヶ月

八王子 双葉ＳＡ 下 洋菓子 富士屋ホテルブランデーケーキ（２個入り） 2,100 富士屋ホテル㈱ 常　　温 １ヶ月

八王子 双葉ＳＡ 下 洋菓子 富士屋ホテルブランデーケーキ（３個入り） 3,150 富士屋ホテル㈱ 常　　温 １ヶ月

10 八王子 双葉ＳＡ 下 水産物 煮貝 5,250 ㈱信玄食品 常　　温 ８ヶ月

11 八王子 釈迦堂ＰＡ 上 麺類 信玄ほうとう（だしスープ付き） 1,150 （有）トウエイ物産 常　　温 ２ヶ月



12 名古屋 安濃ＳＡ 上 農産物 松阪牛 8,000 伊勢屋精肉店 冷　　蔵 １週間

13 静岡 牧之原 上 洋菓子 こっこゴールド 1,050 ミホミ 常　　温 製造日から　　１ヶ月

静岡 牧之原 上 洋菓子 こっこゴールド（２個入り） 2,100 ミホミ 常　　温 製造日から　　１ヶ月

静岡 牧之原 上 洋菓子 こっこゴールド（３個入り） 3,150 ミホミ 常　　温 製造日から　　１ヶ月

14 岐阜 内津峠ＰＡ 上 麺類 手造りきしめん　　半生 1,050 吉田麺業(有) 常　　温
製造日から

１４日間

岐阜 内津峠ＰＡ 上 麺類 手造りきしめん　　半生（２個入り） 2,100 吉田麺業(有) 常　　温
製造日から

１４日間

岐阜 内津峠ＰＡ 上 麺類 手造りきしめん　　半生（３個入り） 3,150 吉田麺業(有) 常　　温
製造日から

１４日間

15 岐阜 多賀ＳＡ 上 水産品  鮒寿司 2,415 ㈲大家 冷　　蔵 製造日から2ヶ月

岐阜 多賀ＳＡ 上 水産品  鮒寿司（２個入り） 4,830 ㈲大家 冷　　蔵 製造日から2ヶ月

岐阜 多賀ＳＡ 上 水産品  鮒寿司（３個入り） 7,245 ㈲大家 冷　　蔵 製造日から2ヶ月

16 岐阜 多賀ＳＡ 上 水産品  「こあゆに」 1,260 あゆの店きむら（木村水産） 常　　温 製造日から1ヶ月

岐阜 多賀ＳＡ 上 水産品  「こあゆに」（２個入り） 2,520 あゆの店きむら（木村水産） 常　　温 製造日から1ヶ月

岐阜 多賀ＳＡ 上 水産品  「こあゆに」（３個入り） 3,780 あゆの店きむら（木村水産） 常　　温 製造日から1ヶ月

17 岐阜 多賀ＳＡ 下 和菓子 埋れ木 1,050 いと重菓舗 常　　温 製造日から７日

岐阜 多賀ＳＡ 下 和菓子 埋れ木（２個入り） 2,100 いと重菓舗 常　　温 製造日から７日

岐阜 多賀ＳＡ 下 和菓子 埋れ木（３個入り） 3,150 いと重菓舗 常　　温 製造日から７日

18 岐阜 多賀ＳＡ 下 和菓子 多賀まんじゅう 525 （有）金時堂 常　　温 製造日から20日

岐阜 多賀ＳＡ 下 和菓子 多賀まんじゅう（２個入り） 1,050 （有）金時堂 常　　温 製造日から20日

岐阜 多賀ＳＡ 下 和菓子 多賀まんじゅう（３個入り） 1,575 （有）金時堂 常　　温 製造日から20日

19 岐阜 長良川ＳＡ 下 農産物 古地鶏ハム･ソーセージ詰め合わせ 5,000 中部食産㈱ 冷　　蔵 ３０日

20 岐阜 長良川ＳＡ 下 その他 ダイヤモンド砥石 3,000 佐竹産業㈱ 常　　温 －

21 岐阜 長良川ＳＡ 下 その他 ダマスカス鍛造包丁三徳 17,000 佐竹産業㈱ 常　　温 －

22 岐阜 屏風山ＰＡ 上 農産物 およねさんの糸寒天 630 今井寒天産業㈱ 常　　温 ２年

岐阜 屏風山ＰＡ 上 農産物 およねさんの糸寒天（２個入り） 1,260 今井寒天産業㈱ 常　　温  

岐阜 屏風山ＰＡ 上 農産物 およねさんの糸寒天（３個入り） 1,890 今井寒天産業㈱ 常　　温 ２年

岐阜 屏風山ＰＡ 上 農産物 およねさんの糸寒天（５個入り） 2,520 今井寒天産業㈱ 常　　温 ２年

23 岐阜 養老ＳＡ 上 農産物 飛騨牛ハンバーグ 1,400 水野精肉店 冷　　凍 製造日から２ヶ月

岐阜 養老ＳＡ 上 農産物 飛騨牛ハンバーグ（２個入り） 2,800 水野精肉店 冷　　凍 製造日から２ヶ月

岐阜 養老ＳＡ 上 農産物 飛騨牛ハンバーグ（３個入り） 4,200 水野精肉店 冷　　凍 製造日から２ヶ月

24 岐阜 養老ＳＡ 下 麺類 名古屋半生味噌煮込みうどん 515 吉田麺業(有) 常　　温 製造後１ヶ月

岐阜 養老ＳＡ 下 麺類 名古屋半生味噌煮込みうどん（２個入り） 1,030 吉田麺業(有) 常　　温 製造後１ヶ月



岐阜 養老ＳＡ 下 麺類 名古屋半生味噌煮込みうどん（３個入り） 1,545 吉田麺業(有) 常　　温 製造後１ヶ月

岐阜 養老ＳＡ 下 麺類 名古屋半生味噌煮込みうどん（５個入り） 2,575 吉田麺業(有) 常　　温 製造後１ヶ月

25 金沢 尼御前 下 洋菓子
加賀野菜スィートポテト

五郎島金時 1,365 ㈱加賀寿庵 冷　　凍 ３週間

26 金沢 尼御前 下 和菓子 加賀こがねいも 630 ㈱加賀寿庵 常　　温 ３週間

金沢 尼御前 下 和菓子 加賀こがねいも（２個入り） 1,260 ㈱加賀寿庵 常　　温 ３週間

金沢 尼御前 下 和菓子 加賀こがねいも（３個入り） 1,890 ㈱加賀寿庵 常　　温 ３週間

金沢 尼御前 下 和菓子 加賀こがねいも（５個入り） 2,520 ㈱加賀寿庵 常　　温 ３週間

27 金沢 有磯海SA 下 水産物 黒とろろ、白とろろセット 1,260 ㈱坪川昆布
0764754173

常　　温 6ヶ月間

28 金沢 女形谷 上 食用土産 いっちょらいの麺（３袋入り） 1,260 ㈱ロングランＬ－Ｒ 常　　温 ２年

金沢 女形谷 上 食用土産 いっちょらいの麺（３袋入り）２個入り 2,520 ㈱ロングランＬ－Ｒ 常　　温 ２年

金沢 女形谷 上 食用土産 いっちょらいの麺（３袋入り）３個入り 3,780 ㈱ロングランＬ－Ｒ 常　　温 ２年

29 金沢 女形谷 上 食用土産 焼き鯖ひじき（３個入り） 2,400 （有）スターフーズ
０１２０－３９２８－５８

冷　　蔵

金沢 女形谷 上 食用土産 焼き鯖ひじき（５個入り） 3,900 （有）スターフーズ
０１２０－３９２８－５９

冷　　蔵 ３ヶ月

30 金沢 小矢部川ＳＡ 下 麺類 大門そうめん（３個入り） 1,890 となみ野農業協同組合
（砺波市）

常　　温 ２４ヶ月

金沢 小矢部川ＳＡ 下 麺類 大門そうめん（５個入り） 3,150 となみ野農業協同組合
（砺波市）

常　　温 ２４ヶ月

31 金沢 呉羽PA 下 調味料 美人や茶 1,575 トナミ醤油㈱ 常　　温 6ヶ月

金沢 呉羽PA 下 調味料 美人や茶（２個入り） 3,150 トナミ醤油㈱ 常　　温 7ヶ月

金沢 呉羽PA 下 調味料 美人や茶（３個入り） 4,725 トナミ醤油㈱ 常　　温 8ヶ月

32 金沢 南条 上 農産物 大野産こしひかり（５kg） 3,100 北倉米穀㈱
（福井県福井市）

常　　温
精米日から１ヶ月間がおい
しく食べられる期間

33 金沢 南条 上 水産物 小鯛のささ漬と甘鯛の西京みそ漬 3,885 ㈱ヒカワ食品
（福井県敦賀市）

冷　　蔵 冷蔵状態で、１０日間
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