
Ｎo． 道路名 エリア名 提供コーナー 提供時間 対象商品
税込価格

※本価格から30円引きで
提供いたします。

1 名神高速道路 大津SA（上）2F　
カフェ

「LAKESIDE　COFFEE」
8:00-20:00 バニラソフト・アドベリーソースかけ ¥410

2 名神高速道路 大津SA（上）1F　
テイクアウトコーナー

レストラン
9:00-20:00 クレミヤサンデー（チョコレート） ¥600

3 名神高速道路 大津SA（下り線） テイクアウト「近江屋」 9:00-20:00 滋賀　朝宮茶ミックスサンデー ¥430

4 名神高速道路 吹田SA（下り線） スナックコーナー 9:00-20:00 ゴールドキウイ ¥450

5 新名神高速道路 宝塚北SA集約型
テイクアウトスイーツ
「yogorino」

9:00-21:00
トッピングヨゴリーノ⑬ミックスベリー
イチゴシロップ（レギュラーサイズ） ¥550

6 西名阪自動車道 香芝SA（上り線） カフェコーナー 24Ｈ 柿ソフト ¥360

7 西名阪自動車道 天理PA（上り線） ベーカリー 24Ｈ バニラソフトクリーム ¥340

8 西名阪自動車道 天理PA（下り線） スナックコーナー 24Ｈ バニラソフトアイス ¥260

9 阪和自動車道 岸和田SA（上り線） テイクアウトコーナー 11:00-18:00 大阪みたらしだんごソフトクリーム ¥500

10 阪和自動車道 紀ノ川SA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-20:00
プレミアム観音山はちみつレモンソフトク

リーム ¥500

11 阪和自動車道 紀ノ川SA（下り線） スナックコーナー 7:00-17:00
あらかわ桃＆すももソフト
（コップ・カップ） ¥450

12 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上り線） スナックコーナー 24Ｈ 黒豆ソフトクリーム ¥350

13 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（下り線） ベーカリー 7:00-19:00
黒豆ソフト

（コーン・カップ）
\330（コーン）
\450（カップ）

14 舞鶴若狭自動車道 六人部PA（上り線） スナックコーナー 8:00-19:00 クレミアパフェ ¥580

15 舞鶴若狭自動車道 六人部PA（下り線） スナックコーナー 8:00-19:00 北海道ソフト ¥350

16 中国自動車道 西宮名塩SA（上り線）
テイクアウト

「ベイクドマジック」
10:00-18:00 よくばりシューソフト ¥500

17 中国自動車道 西宮名塩SA（下り線）
たこ焼コーナー
「たこばやし」

9:00-21:00 クレミアソフトクリーム ¥530

18 中国自動車道 加西SA（上り線） スナックコーナー 9:00-23:00 もちむぎソフトクリーム ¥350

19 中国自動車道 加西SA（下り線） ベーカリー 7:00-18:00
加西ゴールデンベリーA

ソフトクリーム ¥360

「＃SA・PAジェニック ソフト」フォトコンテスト
　インスタ映えソフト30円割引　対象店舗・商品
　※実施期間：平成30年4月27日（金）～30日（月・休）
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Ｎo． 道路名 エリア名 提供コーナー 提供時間 対象商品
税込価格

※本価格から30円引きで
提供いたします。

20 中国自動車道 上月PA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-20:00 ひまわりソフトクリーム ¥330

21 中国自動車道 上月PA（下り線） スナックコーナー 8:00-20:00 ひまわりソフトクリーム ¥330

22 中国自動車道 勝央SA（上り線） テイクアウトコーナー 24H きびだんごソフト ¥450

23 中国自動車道 勝央SA（下り線） スナックコーナー 7:00-22:00 トッピングソフト ¥450

24 中国自動車道 真庭PA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-20:00 醍醐桜ジャージーソフト ¥380

25 中国自動車道 真庭PA（下り線） スナックコーナー 8:00-20:00 大盛り醍醐桜ジャージーソフトクリーム ¥500

26 中国自動車道 大佐SA（上り線） レストラン  8:00-20:00 クレミアソフト ¥540

27 中国自動車道 大佐SA（下り線） レストラン  8:00-20:00 クレミアソフト ¥540

28 中国自動車道 七塚原SA（上り線） 特設販売 10:00-16:00 どらソフト ¥480

29 中国自動車道 七塚原SA（下り線） ショッピングコーナー 10:00-18:00 抹茶づくしのソフトクリーム ¥430

30 中国自動車道 本郷PA（上り線） スナックコーナー 8:00-19:00 ハッピーソフトアイス ¥530

31 中国自動車道 本郷PA（下り線） スナックコーナー 8:00-19:00 ハッピーソフトアイス ¥530

32 中国自動車道 安佐SA（上り線） 特設販売 9:00-18:00 メガソフトクリーム ¥550

33 中国自動車道 安佐SA（下り線） スナックコーナー 24Ｈ はちみつれもんクレミア ¥600

34 中国自動車道 吉和SA（上り線） ショッピングコーナー 8:00-20:00 わさびせんべいソフト ¥320

35 中国自動車道 吉和SA（下り線） ショッピングコーナー 8:00-20:00 わさびせんべいソフト ¥320

36 中国自動車道 鹿野SA（上り線） スナックコーナー 8:00-20:00 イチゴソース＆ポッキーソフト ¥320

37 中国自動車道 鹿野SA（下り線） スナックコーナー 8:00-20:00 イチゴソース＆ポッキーソフト ¥320

38 中国自動車道 美東SA（上り線） テイクアウトコーナー 9:00-17:00 秋吉ブルーベリーソフト ¥450

39 中国自動車道 美東SA（下り線） テイクアウトコーナー 9:00-17:00 小野茶白玉あんソフト ¥480

40 山陽自動車道 三木SA（上り線） 屋外テイクアウトコーナー 9:00~19:00 六甲山牧場牛さんソフト ¥500
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※本価格から30円引きで
提供いたします。

41 山陽自動車道 三木SA（下り線）
テイクアウトコーナー
「神戸六甲牧場」

平日9:00-19:00
土日祝8:00-20:00

ピスタチオプレミアム ¥600

42 山陽自動車道 権現湖PA（上り線） スナックコーナー 8:00-21:00 赤穂やき塩あんこソフト ¥350

43 山陽自動車道 龍野西SA（上り線） スナックコーナー

24H
※深夜時間帯は殺菌・洗浄
の為販売中止の時間帯があ

ります

イモンブランソフトクリーム ¥400

44 山陽自動車道 龍野西SA（下り線） フードコート 24Ｈ ミルクコーヒーソフト ¥350

45 山陽自動車道 吉備SA（上り線） フードコート 24H 清水白桃ソフトクリーム ¥530

46 山陽自動車道 吉備SA（下り線） 特設販売 9:00-18:00 マスカットソフト ¥400

47 山陽自動車道 福山SA（上り線） 福焼 9:00-19:00 ソフトクリーム　薔薇 ¥330

48 山陽自動車道 福山SA（下り線） テイクアウトコーナー 9:00-19:00
山口県・花の海農場のいちごを使用し

たいちごソフトクリーム ¥380

49 山陽自動車道 小谷SA（上り線） テイクアウトコーナー 9:00-19:00 ソフト＆ジェラート ¥450

50 山陽自動車道 小谷SA（下り線） 特設販売 9:00-18:00
生乳ソフト

チョコレートソース掛け ¥400

51 山陽自動車道 宮島SA（上り線） テイクアウトコーナー 10:00-18:00 宮島揚げまんもみじクレミアソフト ¥650

52 山陽自動車道 宮島SA（下り線） テイクアウトコーナー 10:00-18:00 もみじ饅頭ソフト ¥430

53 山陽自動車道 下松SA（上り線） 特設販売 10:00-18:00 がんね栗ソフト ¥420

54 山陽自動車道 下松SA（下り線） 特設販売 9:00-17:00 ニャンとも美味しいプレミアムソフト!! ¥500

55 山陽自動車道 佐波川SA（上り線） 特設販売 11:00-16:00 たっぷりベリーソフト ¥550

56 米子自動車道 蒜山高原SA（上り線） 牧場のパン屋さん 7:00-22:00 ひるぜん牛乳もちソフト ¥450

57 米子自動車道 蒜山高原SA（下り線）
スナックコーナー
特設販売

スナック7:00-22:00
特設販売9:00-16:00

ジャージーソフトパフェ ¥700

58 米子自動車道 大山PA（上り線） スナックコーナー 8:00-20:00 大山ミニ丼ぶりパフェ ¥680

59 浜田自動車道 寒曳山PA（上り線） スナックコーナー
平日9:00-18:00
土日祝9:00-19:00

月もみじソフト ¥400

60 徳島自動車道 上板SA（上り線） フードコート 7:00-21:00 プレミアム鳴門金時ソフト ¥500

61 徳島自動車道 上板SA（下り線） フードコート 7:00-21:00 プレミアム鳴門金時ソフト ¥500
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62 徳島自動車道 吉野川SA（上り線） 特設販売 10:00-18:00 白桃ソフトアイス ¥320

63 高松自動車道 豊浜SA（上り線） 特設販売
平日9:00-18:00
土日祝8:00-19:00

高瀬茶ソフト ¥420

64 高松自動車道 豊浜SA（下り線） スナックコーナー 24H 瀬戸内レモンソフト ¥400

65 松山自動車道 石鎚山SA（上り線） ジェラートコーナー 10:00-19:00 季節のソフト（極みソフト） ¥450

66 松山自動車道 石鎚山SA（下り線） 特設販売 9:00-18:00 清見ソフトクリーム ¥380

67 松山自動車道 伊予灘SA（上り線） スナックコーナー 7:00-22:00 おいり栗風味ソフトクリーム ¥330

68 松山自動車道 伊予灘SA（下り線） スナックコーナー 7:00-22:00 おいり伊予柑ソフトクリーム ¥330

69 高知自動車道 南国SA（上り線） テイクアウトコーナー 10:00-18:00 里人アイス (ブルーベリー) ¥280

70 高知自動車道 南国SA（下り線） 特設販売 9:00-17:00 アイスクリン（ダブル） ¥300

71 関門自動車道 めかりPA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-21:00 バニラソフトクリーム ¥380

72 九州自動車道 古賀SA（上り線） 店頭販売コーナー 9:00-20:00 博多あまおうソフトクリーム ¥380

73 九州自動車道 古賀SA（下り線） テイクアウトコーナー 9:00-17:00 焦がしキャラメルサンデー ¥480

74 九州自動車道 広川SA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-20:00 八女味噌ソフトクリーム ¥420

75 九州自動車道 広川SA（下り線） テイクアウトコーナー 7:00-20:00
八女茶抹茶あずきソフト
（コーン、カップ） ¥400

76 九州自動車道 北熊本SA（上り線） テイクアウトコーナー 9:00-18:00 ジャージーソフト ¥380

77 九州自動車道 北熊本SA（下り線） テイクアウトコーナー 9:00-19:00 小国ジャージー牛乳ソフト ¥310

78 九州自動車道 宮原SA（上り線） 特設販売 9:00-19:00 ジャージーソフトクリーム ¥310

79 九州自動車道 宮原SA（下り線）
テイクアウトコーナー
「まる味屋珈琲」

8:00-19:00 くまもとの珈琲牛乳ソフト ¥480

80 九州自動車道 溝辺PA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-19:00 知覧茶ソフト ¥350

81 九州自動車道 桜島SA（上り線） スナックコーナー 7:00-22:00 安納芋ソフト ¥350

82 九州自動車道 桜島SA（下り線） スナックコーナー 7:00-22:00 安納芋ソフト ¥350
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Ｎo． 道路名 エリア名 提供コーナー 提供時間 対象商品
税込価格

※本価格から30円引きで
提供いたします。

83 宮崎自動車道 霧島SA（上り線） 特設販売 9:00-17:00 コーヒージュレサンデー ¥580

84 宮崎自動車道 霧島SA（下り線） テイクアウトコーナー 9:00-17:00 コーヒーフロート ¥550

85 宮崎自動車道 山之口SA（上り線） テイクアウトコーナー 8:00-19:00 スペシャルマンゴーソフト ¥350

86 宮崎自動車道 山之口SA（下り線） テイクアウトコーナー 8:00-19:00 スペシャルマンゴーソフト ¥350

87 長崎自動車道 金立SA（上り線） テイクアウトコーナー
24H

※機器メンテナンス時間帯
除く

フローラル嬉野茶入り抹茶ソフト ¥330

88 長崎自動車道 金立SA（下り線） クリームランド 8:00-20:00 金立メロンパンソフト ¥420

89 長崎自動車道 川登SA（上り線） 南蛮スタンド 11:00-18:00 カステラそふと ¥450

90 長崎自動車道 川登SA（下り線） テイクアウトコーナー 9:00-17:00 サンレイオレンジソフトプラス ¥430

91 大分自動車道 山田SA（上り線） 山田パーラー 10:00-18:00 日田梨ソフト ¥400

92 大分自動車道 山田SA（下り線） テイクアウトコーナー 8:00-18:00 魅惑のトリプルソフト ¥800

93 大分自動車道 別府湾SA（上り線） 玄林館フードコート 7:00-20:00 プリンソフト ¥500

94 第二神明道路 明石SA（下り線） レストラン 11:00-21:00 ミルキーカップ ¥350
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