
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７月２８日）

道路名 エリア名 対象メニュー提供時間 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） 10:00-21:00 近江牛牛丼 ¥1,980

2 名神高速道路 吹田SA（上） 11:00-23:00 夏野菜と牛カルビのスタミナ炒め（定食・丼） ¥990

3 西名阪自動車道 香芝SA（下） 11:00-21:00 山椒が香る冷やし坦々麺 ¥950

4 阪和自動車道 岸和田SA（上） 11:00-20:45 鱧そうめんと稚鮎のからあげ ¥1,200

5 阪和自動車道 岸和田SA（下） 10:00-21:00 ローストビーフの塩だれレモン冷麺（そぼろ御飯付き） ¥1,180

6 阪和自動車道 紀ノ川SA（上） 10:00-21:00 紀ノ川とまと梅冷麺 ¥1,180

7 阪和自動車道 紀ノ川SA（下） 10:00-17:00 ピリ辛チキン南蛮定食 ¥1,260

8 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上） 11:00-21:00 丹波若どりとさっぱり夏野菜のサラダ丼セット ¥1,200

9 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（下） 11:00-21:00 出石そば　里山御膳　～地元の食材・器とともに～ ¥1,480

10 中国自動車道 西宮名塩SA（上） 11:00-22:00 ネバとろぶっかけそば夏仕立てと甘辛ミニカレー丼 ¥1,230

11 中国自動車道 西宮名塩SA（下） 10:00-22:00 夏バテ解消応援！うな重・豚しゃぶ冷やしうどん ¥1,480

12 中国自動車道 加西SA（上） 11:00-21:00 ハワイ風海鮮丼 ¥1,200

13 中国自動車道 加西SA（下） 10:00-20:00 ホエーポークとカマンベールチーズソースの夏野菜スパイシーカレー ¥1,380

14 中国自動車道 勝央SA（上） 10:00-21:00 涼風天ざる　（トマトサラダ付き） ¥1,130

15 中国自動車道 勝央SA（下） 10:00-21:00 冷やしうどん（そば）セット ¥880

16 中国自動車道 七塚原SA（上） 11:00-22:00 夏野菜の塩冷麺とスタミナ丼セット ¥1,150

17 中国自動車道 安佐SA（上） 10:30-21:00 芸北高原豚の鉄板焼き ¥1,580

18 中国自動車道 安佐SA（下） 10:30-21:00 広島三昧 ¥1,650

19 山陽自動車道 三木SA（上） 11:00-22:00 奥丹波どりの自家製ハムと冷やしサラダうどん ¥1,380

20 山陽自動車道 龍野西SA（上） 10:00-22:00 清流定食 ¥1,780

21 山陽自動車道 龍野西SA（下） 11:00-22:00 鯛めし＆涼風梅おろしうどん ¥1,280

22 山陽自動車道 吉備SA（上） 11:00-21:00 牛バラ煮込みのサッパリ冷麺とそぼろご飯 ¥1,250

23 山陽自動車道 吉備SA（下） 10:30-20:30 冷やしぶっかけうどん ¥1,200

24 山陽自動車道 福山SA（下） 10:30-22:00 福山瀬戸のもち豚ピリ辛丼セット ¥1,200

25 山陽自動車道 小谷SA（上） 11:00-21:00 ～広島アンデルセン伝統の味～陳さんの中華膳“広東風酢豚” ¥1,400

26 山陽自動車道 小谷SA（下） 10:00-21:20 竹原産峠下牛のがっつりスタミナ焼肉丼 ¥1,280

27 山陽自動車道 宮島SA（上） 10:00-21:30 さっぱり塩レモン焼肉 ¥1,500

28 山陽自動車道 宮島SA（下） 10:00-21:30 夏のとろろ膳 ¥1,500

29 山陽自動車道 下松SA（上） 平日11:00-21:00
土日祝10:00-22:00 天ざる＆にぎりセット ¥1,690

30 山陽自動車道 下松SA（下） 平日11:00-21:00
土日祝10:00-22:00

旨辛HOTタコライスプレート ¥1,280

31 米子自動車道 蒜山高原SA（上） 11:00-21:00 豚ロースのしゃぶしゃぶと夏野菜のピリ辛冷やしうどん蒜山おこわセット ¥1,220

32 米子自動車道 蒜山高原SA（下） 10:00-21:00 大山豚の冷しゃぶプレート ¥1,200

33 松山自動車道 石鎚山SA（下） 11:00-20:00 夏霞五色素麺セット ¥1,390

34 高松自動車道 豊浜SA（上） 10:00-22:00 讃岐コーチンスタミナ鉄板焼き ¥1,390

35 高松自動車道 豊浜SA（下） 11:00-20:00 食欲モリモリカレーつけ麺うどん ¥780

36 高知自動車道 南国SA（上） 10:00-22:00 涼風御膳 ¥1,350

37 九州自動車道 古賀SA（上） 10:00-21:00 筑紫こがねの自家製うどん 明太サラダ仕立てミニローストビーフ丼セット ¥1,814

38 九州自動車道 広川SA（上） 10:00-22:00 立花梅のさっぱり冷うどん～とろとろミニ丼と～ ¥1,300

39 九州自動車道 広川SA（下） 平日10:00-20:00
土日祝10:00-21:00

夏の膳 ¥1,780

40 九州自動車道 北熊本SA（上） 11:00-20:00 石臼挽きそばと6種の天ぷら御膳 阿蘇のたかなめし付き ¥1,490

41 九州自動車道 北熊本SA（下） 11:00-20:00 海の幸と夏野菜の天丼 ¥1,280

42 九州自動車道 宮原SA（上） 11:00-20:00 チョップド”夏”ライス ¥1,000

43 九州自動車道 桜島SA（上） 11:30-20:00 冷やし黒豚ラーメン ¥850

44 九州自動車道 桜島SA（下） 11:00-20:00 黒豚しゃぶしゃぶと冷やし茶そば膳 ¥1,080

45 宮崎自動車道 霧島SA（上） 10:00-20:00 宮崎観音池ポーク冷しゃぶサラダ御膳 ¥890

46 宮崎自動車道 霧島SA（下） 10:00-20:00 黒豚三味うんまか丼（ミニ冷麺付） ¥900

47 長崎自動車道 金立SA（上） 10:00-22:00 神埼そうめんと天ぷら御膳 ¥1,380

48 長崎自動車道 金立SA（下） 10:00-22:00 金立夏御膳 ¥1,550

49 長崎自動車道 川登SA（上） 平日11:00-20:00
土日祝10:00-22:00 川登　海鮮中華冷麺 ¥1,274

50 大分自動車道 別府湾SA（上下） 平日11:00-15:00
土日祝11:00-19:30 かき揚げ付きざる蕎麦 ¥1,400

51 沖縄自動車道 伊芸SA（上） 11:00-21:00 ステーキセット ¥1,380

52 沖縄自動車道 伊芸SA（下） 11:00-21:00 冷し沖縄そば（あぐー豚肉入り）ともずく天ぷら ¥750


