
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11月24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 近江豚の手仕込み厚切り焼豚丼 ¥1,480

2 名神高速道路 吹田ＳＡ（上） 11:00-23:00 お好み焼き風天津丼 ¥630

3 西名阪自動車道 香芝ＳＡ（下） 11:00-21:00 ヤマトポークの角煮豚天ダブル丼 ¥950

4 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上） 11:00-20:45 豆腐丼御膳 ¥900

5 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（下） 10:00-21:00 大和路・紀州路味めぐり丼 ¥1,280

6 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（上） 10:00-21:00 紀ノ川 海の恵み丼 ¥1,200

7 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（下） 10:00-17:00 辰ヶ浜の太刀魚天丼 ¥1,200

8 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（上） 11:00-21:00 丹波篠山どんぶり三昧 ¥1,280

9 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（下） 10:00-21:00 丹波ご当地肉”三種”揃いぶみ丼 ¥1,620

10 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（上） 11:00-22:00 神戸ポークの五街道丼 ¥1,380

11 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（下） 10:00-22:00 究極の兵庫ご当地肉牛・豚・鶏のトリプル丼！ ¥1,620

12 中国自動車道 加西ＳＡ（上） 11:00-21:00 三田ポークのへらへと角煮丼 ¥1,620

13 中国自動車道 加西ＳＡ（下） 10:00-20:00 播磨農業高校ポーク熱熱石焼丼 ¥1,280

14 中国自動車道 勝央ＳＡ（上） 10:00-21:00 備豚とんとん丼 （ナムル風味)～作州黒豆醤油添え～        ¥1,180

15 中国自動車道 勝央ＳＡ（下） 10:00-21:00 岡山県産黒毛和牛の贅沢ピリ辛丼 ¥1,350

16 中国自動車道 七塚原ＳＡ（上） 10:30-22:00 ヒバゴン丼 ¥1,100

17 中国自動車道 安佐ＳＡ（上） 10:30-21:00 広島高原バーベキュー丼 ¥950

18 中国自動車道 安佐ＳＡ（下） 10:30-21:00 廣島赤鶏三昧丼 ¥1,000

19 山陽自動車道 三木ＳＡ（上） 11:00-22:00 三田牛炙り焼きの完熟トマト丼 ¥1,480

20 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（上） 10:00-22:00 姫路和牛の自家製ハンバーグとローストビーフ丼 ¥1,620

21 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（下） 11:00-22:00 播磨のトリプルミニうまいもん丼 ¥1,480

22 山陽自動車道 福山ＳＡ（下） 10:30-22:00 瀬戸内鯛のクリームコロッケと広島牛コロッケのぶち旨丼 ¥1,100

23 山陽自動車道 吉備ＳＡ（上） 11:00-21:00 ピーチポークのとんトン豚とごろごろ野菜のデミ丼 ¥1,320

24 山陽自動車道 吉備ＳＡ（下） 10:30-20:30 どんぶらこ 丼ぶらこ　 ¥1,300

25 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上） 11:00-21:00 広島サーモン丼     ¥1,500

26 山陽自動車道 小谷ＳＡ（下） 10:00-21:20 峠下牛とユさんのキムチコラボスタミナ丼 ¥1,480

27 山陽自動車道 宮島ＳＡ（上） 10:00-21:30 宮島さっぱりレモンかつ丼 ¥1,300

28 山陽自動車道 宮島ＳＡ（下） 10:00-21:30 広島『はぶて焼き』丼      ¥1,280

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

瀬戸内鯛のJINDA丼～だし茶漬仕立て～ ¥1,180

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

長州ジビエロコモコ丼 ¥1,080

31 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（上） 11:00-21:00 高原野菜たっぷりのヘルシージンギスカン丼          ¥980

32 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（下） 10:00-21:00 大山ハーブ鶏四季の彩鶏丼 ¥1,200

33 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下） 11:00-20:00 みかん鯛のユッケ丼 ¥1,000

34 高松自動車道 豊浜ＳＡ（上） 10:00-22:00 讃岐コーチン彩鶏丼 ¥1,290

35 高松自動車道 豊浜ＳＡ（下） 平日11:00-20:00
土日10:00-21:00

オリーブ豚かつ丼 ¥1,280

36 高知自動車道 南国ＳＡ（上） 10:00-22:00 土佐あかうしのﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ丼 ¥1,280

37 九州自動車道 古賀ＳＡ（上） 10:00-22:00
「 ロマン宿る海の道」むなかた三昧丼
～鯛茶漬け・穴子天・鶏すきの三種丼～

¥1,620

38 九州自動車道 広川ＳＡ（上） 10:00-22:00 ひろかわ馬か丼！！ ¥1,500

39 九州自動車道 広川ＳＡ（下） 平日10:00-20:00
土日祝10:00-21:00 海鮮重膳 ¥1,600

40 九州自動車道 北熊本ＳＡ（上） 11:00-20:00 阿蘇のめぐみ三重奏 5種の野菜田楽を添えて ¥1,598

41 九州自動車道 北熊本ＳＡ（下） 11:00-20:00 天草産鰤と鯛の漬け丼 ¥1,480

42 九州自動車道 宮原ＳＡ（上） 11:00-20:00 あか牛贅沢丼～季節の天ぷら添え～ ¥1,480

43 九州自動車道 桜島ＳＡ（上） 11:00-20:00 黒豚デミハンバーグ丼 ¥1,000

44 九州自動車道 桜島ＳＡ（下） 11:00-20:00 コケッ！ぶー丼  ¥980

45 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（上） 10:00-20:00 南国宮崎ロコモコ丼 ¥980

46 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（下） 10:00-20:00 秋の収穫かき揚げ丼 ¥880

47 長崎自動車道 金立ＳＡ（上） 10:00-22:00 佐賀県産牛の炙りステーキ丼 ¥1,620

48 長崎自動車道 金立ＳＡ（下） 10:00-22:00 佐賀牛ステーキ重 ¥1,600

49 長崎自動車道 川登ＳＡ（上） 平日11:00-20:00
土日10:00-22:00 KAWANOBORI BOWL～お箸で旅するのっけ丼～ ¥1,598

50 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（上） 11:00-21:00 中味丼　ミニ沖縄そばセット ¥830

51 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（下） 11:00-21:00 あぐー豚 島豆腐のハンバーグ丼沖縄づくし ¥980


