
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（2018年2月2３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（下り線） 10:00～21:00 近江牛ビーフシチュー ¥2,680

2 名神高速道路 吹田SA（上り線）
大阪王将

11:00～23:00 肉そぼろと野菜の旨辛とろみ麺 ¥810

3 西名阪自動車道 香芝SA（下り線） 11:00～21:00 フカヒレあんかけラーメン ¥1,280

4 阪和自動車道 岸和田SA（上り線） 11:00～20:45 旬野菜とイノブタの鉄板焼き ¥1,380

5 阪和自動車道 岸和田SA（下り線） 10:00～21:00 ヤマトポークのみそ豆乳醤ピリ辛ラーメン ¥950

6 阪和自動車道 紀ノ川SA（上り線） 10:00～21:00 「紀州うめどりスープカレー」 ¥1,180

7 阪和自動車道 紀ノ川SA（下り線） 10:00～17:00 熊野牛のすき焼御膳 ¥2,480

8 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上り線） 11:00～21:00 骨付き丹波若どりのグリルセット ¥1,280

9 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（下り線） 10:00～21:00 出石鴨せいろ ¥1,180

10 中国自動車道 西宮名塩SA（上り線） 11:00～22:00 神戸ポークのヘルシー豆乳鍋 ¥1,480

11 中国自動車道 西宮名塩SA（下り線） 10:00～22:00 激辛鍋焼きうどん ¥1,080

12 中国自動車道 加西SA（上り線） 11:00～21:00 あったかチゲ鍋 ¥1,280

13 中国自動車道 加西SA（下り線） 10:00～20:00 岩津ネギと但馬牛のあんかけ鍋焼きご膳 ¥1,480

14 中国自動車道 勝央SA（上り線） １0:00～21:00 美作三味みぞれ鍋 ¥1,250

15 中国自動車道 勝央SA（下り線） 10:00～21:00 森林どりのあつあつ鍋焼きうどんセット ¥1,150

16 中国自動車道 七塚原SA（上り線） 11:00～21:00 もつ鍋定食～しめはラーメンなんていかがでしょ～ ¥1,100

17 中国自動車道 安佐SA（上り線） 10:30～21:00 安佐のおふくろ御膳～ごんぼうづくし～ ¥980

18 中国自動車道 安佐SA（下り線） 10:30～21:00 お鍋であったか牛すきうどん膳 ¥1,350

19 山陽自動車道 三木SA（上り線） 11:00～22:00 コラ－ゲンたっぷりトマトもつ鍋 ¥1,480

20 山陽自動車道 三木SA（下り線） 11:00～22:00 但馬どりと海老のトム・ヤム風ピリ辛鍋 ¥1,350

21 山陽自動車道 龍野西SA（上り線） 10:00～22:00 鍋焼きうどんと牡蠣せいろごはん ¥1,380

22 山陽自動車道 龍野西SA（下り線） 11:00～22:00 播州百日どり鉄板混ぜご飯 ¥1,280

23 山陽自動車道 吉備SA（上り線） 11:00～21:00 牛モツのちょい辛チゲうどん ¥1,280

24 山陽自動車道 吉備SA（下り線） 10:30～20:30 瀬戸内産　牡蠣とじ御膳 ¥1,380

25 山陽自動車道 福山SA（下り線） 10:30～22:00 牡蠣の土手鍋御膳 ¥1,480

26 山陽自動車道 小谷SA（上り線） 11:00～21:00 あつあつ“伊府（イーフー）”坦々麺セット ¥1,350

27 山陽自動車道 小谷SA（下り線） 10:00～22:00 冬にぴったり！峠下牛たっぷり鍋焼きうどん ¥1,380

28 山陽自動車道 宮島SA（上り線） 10:30～21:30 じごぜん牡蠣天ぷら定食 ¥1,400

29 山陽自動車道 宮島SA（下り線） 10:00～21:30 かき鍋膳 ¥1,500

30 山陽自動車道 下松SA（上り線）

平日
11:00～21:00

土日祝
10:00～22:00

特製酢辣湯うどん ¥1,100

31 山陽自動車道 下松SA（下り線）

平日
11:00～21:00

土日祝
10:00～22:00

ふぐ雑炊御膳 ¥1,380

32 米子自動車道 蒜山高原SA（上り線） 11:00～21:00 山のあったかビーフシチュー ¥1,400

33 米子自動車道 蒜山高原SA（下り線） 10:00～21:00 ジャージー牛の鍋焼きうどん ¥1,000

34 松山自動車道 石鎚山SA（下り線） 11:00～20:00 鯛のちり蒸し膳 ¥1,390

35 高松自動車道 豊浜SA（上り線） 10:00～21:00 はまち味噌かつ膳 ¥1,390

36 高松自動車道 豊浜SA（下り線） 11:00～20:00 旨☆辛　オリーブ豚キムチのっけごはん ¥980

37 高知自動車道 南国SA（上り線） 10:00～22:00 土佐はちきん地鶏水炊き膳 ¥1,480

38 九州自動車道 古賀SA(上り線) 10:00～22:00 牛すきうどん膳 ¥1,598

39 九州自動車道 広川SA（上り線） 10:00～22:00 山海チゲおこげ鍋定食 ¥1,500

40 九州自動車道 広川SA（下り線）

平日
10:00～20:00

土日祝
10:00～21:00

みぞれ生姜鍋 ¥1,280

41 九州自動車道 北熊本SA（上り線） 11:00～20:00 石臼挽きそばと５種の天ぷら御膳　たかなめし付き ¥1,382

42 九州自動車道 北熊本SA（下り線） 11:00～20:00 あか牛と献上豆腐の牛すき鍋 ¥1,480

43 九州自動車道 宮原SA（上り線） 11:00～20:00 あか牛すき鍋定食 ¥1,380

44 九州自動車道 桜島SA（上り線） 11:00～20:00 さつま汁とろろセット ¥840

45 九州自動車道 桜島SA（下り線） 11:00～20:30 黒豚の鍋焼きうどん ¥980

46 宮崎自動車道 霧島SA（上り線） 10:00～20:00 宮崎牛ハンバーグカレードリア ¥1,000

47 宮崎自動車道 霧島SA（下り線） 10:00～20:00 トロうま鍋焼きうどん ¥830

48 長崎自動車道 金立SA（上り線） 10:00～22:00 佐賀牛煮込みハンバーグセット ¥1,620

49 長崎自動車道 金立SA（下り線） 10:00～22:00 すきやき御膳 ¥1,580

50 沖縄自動車道 伊芸SA（上り線） 11:00～21:00 金アグーみそうどん ¥780

51 沖縄自動車道 伊芸SA（下り線） 11:00～20:00 激辛カレーうどん ¥880


