
プレミアムフライデー・レストラン特別サービス（100円割引＋アフタードリンク）
実施店舗一覧（２０１７年４月２８日）

道路名 エリア名 レストラン営業時間 対象メニュー
税込価格

※本価格から100円引き
で提供いたします。

1 名神高速道路 大津ＳＡ（下り線） 10：00～21：00 近江牛ハンバーグと春の息吹きプレート ¥2,180

2 名神高速道路
吹田ＳＡ（上り線）
「大阪王将」

11：00～23：00 春野菜とあさりの桜焼そば （セット）￥890
（単品）￥740

3 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上り線） 7：00～21：00 春のお花見ちらし ¥1,380

4 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 初鰹の手こね寿司と若筍の天ぷらうどん ¥1,180

5 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（上り線） 7：00～21：00 紀ノ川春野菜ラーメン ¥1,200

6 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 鰯としらすの親子丼 ¥1,000

7 西名阪自動車道 香芝ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 桜海老と春野菜のチャーハン ¥800

8 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（上り線） 7：00～21：00 春野菜と丹波若どりの香草鉄板焼セット ¥1,380

9 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 雪姫ポークのローストと春の温野菜 ¥1,400

10 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 鶏胸肉の香草パン粉焼き春風にのせて ¥1,480

11 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 鰹のちらし寿司とアサリのうどんセット ¥1,480

12 中国自動車道 加西ＳＡ（上り線） 9：00～21：00 春の筍ごはんセット ¥1,080

13 中国自動車道 加西ＳＡ（下り線） 7：00～20：00 播磨農業高校ホエーポークの春の彩り ¥1,480

14 中国自動車道 勝央ＳＡ（上り線） 7：00～21：00 桜御膳 ¥1,350

15 中国自動車道 勝央ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 春野菜天婦羅と筍ご飯～満足セット～ ¥1,080

16 中国自動車道 七塚原ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 旬のおもてなし春和御膳　 ¥1,380

17 中国自動車道 安佐ＳＡ（上り線） 7：00～21：00 花見膳 ¥1,380

18 中国自動車道 安佐ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 春の彩り　ちらし寿司御膳 ¥1,380

19 山陽自動車道 三木ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 兵庫・うまいもん
しゃぶしゃぶご膳

¥1,480

20 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 春らんまん膳 ¥2,280

21 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 播磨の春の彩り御膳 ¥1,380

22 山陽自動車道 吉備ＳＡ（上り線） 11：00～21：00
（土日祝7：00～22：00）

吉備さわら丼 ¥1,310

23 山陽自動車道 吉備ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 白魚と鶏煮膳 ¥1,380

24 山陽自動車道 福山ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 春の彩り御膳 ¥1,380

25 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上り線） 11：00～22：00 石窯パンと味わう春のプレート ¥1,380

26 山陽自動車道 小谷ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 白魚と菜の花のかき揚げ丼セット～春の訪れに～ ¥1,100

27 山陽自動車道 宮島ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 潮の香り膳 ¥1,500

28 山陽自動車道 宮島ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 春の彩り鯛めし御膳 ¥1,650

29 山陽自動車道 下松ＳＡ（上り線） 11：00～21：00
（土日祝7：00～22：00）

春うらら御膳 ¥1,890

30 山陽自動車道 下松ＳＡ（下り線） 11：00～21：00
（土日祝7：00～22：00）

春の彩りちらし御膳 ¥1,480

31 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（上り線） 7：00～21：00
桜海老と春キャベツのジャージーク

リーム生パスタセット
¥1,230

32 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（下り線） 7：00～21：00 蒜山の春だより　筍取物語 ¥1,200

33 高松自動車道 豊浜ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 春彩御膳 ¥1,390

34 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下り線） 11：00～20：00 石鎚風HaruRanman　旬彩弁当 ¥1,540

35 高知自動車道 南国ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 春風和膳 ¥1,350

36 九州自動車道 古賀ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 春野菜の那の里天丼～自家製うどん付～ ¥1,598

37 九州自動車道 広川ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 春薫るステーキ重 ¥2,100

38 九州自動車道 広川ＳＡ（下り線） 10：00～20：00
（土日祝10：00～21：00）

春の膳 ¥1,580

39 九州自動車道 北熊本ＳＡ（上り線） 11：00～20：00 さくらうどんと阿蘇のたかなめし御膳 ¥1,382

40 九州自動車道 北熊本ＳＡ（下り線） 11：00～20：00 櫻御膳 ¥1,180

41 九州自動車道 宮原ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 春野菜と桜海老の和風あんかけ天丼 ¥1,080

42 九州自動車道 桜島ＳＡ（上り線） 7：00～22：00 黒豚生姜焼きと春菜膳 ¥1,200

43 九州自動車道 桜島ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 桜島鶏天の春彩膳 ¥1,200

44 長崎自動車道 金立ＳＡ（上り線） 7：00～22：00
有明産浅利貝と菜の花のトマトソース
パスタセット（スープ・サラダ付）

¥1,480

45 長崎自動車道 金立ＳＡ（下り線） 7：00～22：00 金立桜御膳 ¥1,580

46 長崎自動車道 川登ＳＡ（上り線） 11：00～20：00
（土日祝8：00～22：00）

川登　春の彩り花かご御膳 ¥1,490

47 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（上り線） 8：00～20：00 春色ハヤシオムライス～コラボコロッケと共に～ ¥950

48 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（下り線） 8：00～20：00 西風春御膳 ¥870

49 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（上り線） 9：00～21：00 鰆定食 ¥980

50 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（下り線） 9：00～21：00
冷し沖縄そば（あぐー豚肉入り）とも

ずく天ぷら
¥750


