
ブロック Ｎｏ． 道路名 エリア所在県 エリア名 メニュー名
販売価格
（税込）

1 道央道 北海道 有珠山ＳＡ（上り線） きのことサンマの竜田揚げ丼 780

2 道央道 北海道 有珠山ＳＡ（下り線） 黄金カツのみぞれ丼 850

3 道央道 北海道 輪厚ＰＡ（上り線） 　豚肉辛味噌カルビー丼 750

4 道央道 北海道 輪厚ＰＡ（下り線） 洋風・北海どん 850

5 道央道 北海道 岩見沢ＳＡ（上り線） イノブタ生姜焼き丼 800

6 道央道 北海道 岩見沢ＳＡ（下り線） カキフライ丼 800

7 道央道 北海道 砂川ＳＡ（上り線） 合鴨照焼き丼 800

8 道央道 北海道 砂川ＳＡ（下り線） 玉とじ鴨ねぎ丼 750

9 札樽道 北海道 金山ＰＡ（上り線） 鮭と野菜の味噌バター丼 760

10 札樽道 北海道 金山ＰＡ（下り線） 道産野菜のビビンバ丼 780

11 東北道 岩手 前沢ＳＡ（上り線） 佐助豚たらふく丼 1,100

12 東北道 岩手 前沢ＳＡ（下り線） 陸（おか）の三色丼 980

13 東北道 岩手 北上金ヶ崎ＰＡ（上り線） どっ辛白ゆりポーク丼 750

14 東北道 岩手 北上金ヶ崎ＰＡ（下り線） 白ゆりポーク蒲焼丼 750

15 東北道 岩手 紫波SA （上り線）  情熱のローストビーフボウル 750

16 東北道 岩手 紫波SA （下り線）  ひとめぼれ姫茶漬け 730

17 東北道 岩手 矢巾PA  （上り線）  紫波もちもち牛すき焼き丼 800

18 東北道 岩手 矢巾PA  （下り線） 石焼ねぎ塩カルビ丼 1,200

19 東北道 岩手 滝沢PA  （上り線） 幻の麦香豚丼 580

20 東北道 岩手 滝沢PA  （下り線）  幻の麦香豚丼　塩 580

21 東北道 岩手 岩手山SA  （上り線）  岩手山ホルモン丼 880

22 東北道 岩手 岩手山SA  （下り線）  杜仲茶ポークのビビンバかつ丼 800

23 東北道 秋田 花輪SA  （上り線）  トンテキ丼 750

24 東北道 秋田 花輪SA  （下り線）  ミルフィーユカツ丼 750

25 東北道 青森 津軽SA  （下り線）  金木豚ミルフィーユ丼 780

26 八戸道 岩手 折爪SA  （上り線）  菜彩鶏と三陸産あわび茸のバター醤油丼 880

27 八戸道 岩手 折爪SA  （下り線）  佐助豚の黒にんにく醤油丼 780

28 秋田道 岩手 錦秋湖ＳＡ（集約） 岩手プレミアムポーク四元豚のとろ～っと角煮丼 900

29 秋田道 秋田 西仙北ＳＡ（上り線） 彩華丼（さいかどん） 850
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30 東北道 福島 阿武隈ＰＡ（上り線） 白河高原清流豚のソースカツ丼 880

31 東北道 福島 阿武隈ＰＡ（下り線） 白河高原清流豚のミルフィーユカツ丼 850

32 東北道 福島 鏡石ＰＡ（上り線） 特製麻婆丼 730

33 東北道 福島 安積ＰＡ（上り線） 福島牛めし 1,000

34 東北道 福島 安積ＰＡ（下り線） 福島牛焼肉丼 1,000

35 東北道 福島 安達太良ＳＡ（上り線） ”スタミナステーキ丼” 1,050

36 東北道 福島 安達太良ＳＡ（下り線） 伊達鶏丼 890

37 東北道 福島 福島松川ＰＡ（上り線） スタミナ牛焼肉丼 850

38 東北道 福島 福島松川ＰＡ（下り線） 伊達鶏のから揚げ丼 850

39 東北道 福島 吾妻ＰＡ（上り線）
伊達鶏丼

～虹色野菜とやわらか鶏肉のから揚げ丼～
850

40 東北道 福島 国見ＳＡ（上り線） ＳＧＴ（三元豚）焼肉　極 980

41 東北道 福島 国見ＳＡ（下り線） 純・和豚と牛たん　ピリ辛あいもり丼 880

42 東北道 宮城 菅生ＰＡ（上り線）
ふわぁッとカリッと親子

～竹鶏卵と森林鶏の親子丼～
780

43 東北道 宮城 菅生ＰＡ（下り線） 極上厚切り牛たん丼 2,800

44 東北道 宮城 鶴巣ＰＡ（上り線） ふかひれ丼 1,000

45 東北道 宮城 鶴巣ＰＡ（下り線） 三陸海鮮ぶっかけ丼 880

46 東北道 宮城 長者原ＳＡ（上り線）
支倉丼

（牛たん甘辛煮地場産野菜のトマト煮添え）
880

47 東北道 宮城 長者原ＳＡ（下り線）
東北六魂モコ丼

（トウホクロッコンモコドン）
880

48 東北道 宮城 金成ＰＡ（上り線） 宮城牛　甘辛あんかけ丼 870

49 東北道 宮城 金成ＰＡ（下り線） ねばねばとろろ丼 780

50 山形道 宮城 古関ＰＡ（上り線） かき揚げ天　だし茶漬け 680

51 山形道 宮城 古関ＰＡ（下り線） コロコロぎゅ～う玉こん　エッグソース丼 720

52 磐越道 福島 五百川ＰＡ（上り線）（下り線） 五百川の運命（うんめぇ）タコライスdon 850

53 磐越道 福島 磐梯山ＳＡ（上り線） 会津地鶏卵かけ丼 640

54 磐越道 福島 磐梯山ＳＡ（下り線）
『ごちそうとんかつ』
""DO～N""と磐梯

880

55 磐越道 福島 阿武隈高原ＳＡ（上り線） 会津地鶏とエゴマ豚のソースカツ丼 880

56 磐越道 福島 阿武隈高原ＳＡ（下り線） エゴマ豚スタミナカルビ丼 880

57 常磐道 福島 四倉ＰＡ（上り線） 白身魚ステーキ丼 850
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58 東北道 栃木 佐野ＳＡ（上り線） 那須三元豚の佐野風豚ニラ丼 830

59 東北道 栃木 佐野ＳＡ（下り線） 栃木ぜいたく丼 980

60 東北道 栃木 都賀西方ＰＡ（上り線） お好み焼き風丼 750

61 東北道 栃木 都賀西方ＰＡ（下り線） 栃木辛味噌豚丼 850

62 東北道 栃木 大谷ＰＡ（上り線）
那須三元豚の彩丼

（なすさんげんとんのいろどりどん）
780

63 東北道 栃木 大谷ＰＡ(下り線) ゆめポーク丼 730

64 東北道 栃木 上河内ＳＡ（上り線） うんめぇ～！羽黒梵天丼 880

65 東北道 栃木 上河内ＳＡ（下り線） 和豚もち豚のかき揚げまぶし丼 880

66 東北道 栃木 矢板北ＰＡ（上り線） 栃木しゃも入りつみれ親子丼 750

67 東北道 栃木 矢板北ＰＡ（下り線） ヤシオポーク辛味噌彩り丼 850

68 東北道 栃木 那須高原ＳＡ(上り線） 那須豚の焼肉どん 900

69 東北道 栃木 那須高原ＳＡ(下り線) 川の幸と霧降高原牛ステーキの丼 1,180

70 関越道 群馬 駒寄ＰＡ（上り線） 上州麦豚ミルフィーユチーズカツ丼 900

71 関越道 群馬 駒寄ＰＡ（下り線） 榛名鶏とろ～り鶏天卵とじ丼 750

72 関越道 群馬 赤城高原ＳＡ（上り線） まえばしころとん　棒ヒレみぞれ丼 980

73 関越道 群馬 赤城高原ＳＡ（下り線） 三味一体！とろ旨チャーシューの火炙り丼 980

74 上信越道 群馬 甘楽ＰＡ（上り線） 赤城牛玉丼 920

75 上信越道 群馬 甘楽ＰＡ（下り線） 上州麦豚舞茸丼 700

76 上信越道 群馬 横川ＳＡ（上り線） 赤城鶏の香味焼　デミマヨ丼 890

77 上信越道 群馬 横川ＳＡ（下り線） 上州横川風ガパオライス 950

78 上信越道 長野 東部湯の丸ＳＡ（上り線） 炙り信州サーモン美味だれ丼 1,000

79 上信越道 長野 東部湯の丸ＳＡ（下り線） 信州おやき丼 850

80 上信越道 長野 松代ＰＡ（上り線） 松代うまいもん丼（肉じゃが風） 850

81 上信越道 長野 松代ＰＡ（下り線） とろろ親子かつ丼 700

82 上信越道 長野 小布施PA(上り線) 信州味噌のすき焼丼 850

83 上信越道 長野 小布施PA(下り線) 信州福味鶏焼丼 880

84 長野道 長野 姨捨SA（上り線） ジンギスカンの竜田揚げ丼 750

85 長野道 長野 姨捨ＳＡ（下り線） 信州ポークの味噌カツ丼 850

86 関越道 群馬 谷川岳ＰＡ（上り線） よくばり天カツ丼 780

87 関越道 群馬 谷川岳ＰＡ（下り線） キャベツたっぷりソースかつ丼 730
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88 東北道 埼玉 蓮田ＳＡ（下り線） とんこつラーメン丼 800

89 東北道 埼玉
羽生ＰＡ（下り線） Ｐａｓａｒ羽生

どんぶり道場
彩の国　賑わい串丼 1,000

90 関越道 埼玉 三芳ＰＡ（下り線）
三芳ＰＡオリジナル

「彩の黒豚焼き肉丼」
850

91 関越道 埼玉 高坂ＳＡ（上り線） 毛呂豚の柚子塩丼 900

92 関越道 埼玉 高坂ＳＡ（下り線） 武州さし豚のカツ丼 950

93 関越道 埼玉 嵐山ＰＡ（上り線） 古代豚みそだれ丼 860

94 関越道 埼玉 嵐山ＰＡ（下り線） 嵐山辛モツ丼 650

95 関越道 埼玉 寄居ＰＡ（下り線） 深谷ねぎと古代豚のスタミナそぼろ丼 780

96 関越道 埼玉 上里ＳＡ（上り線）
上州武州

ねぎ・味噌、豚丼
980

97 関越道 埼玉 上里ＳＡ（下り線） プレミアム姫豚　わらじかつ丼 880

98 圏央道 埼玉 狭山ＰＡ（外回り） サイボクゴールデンポークの豚しゃぶ丼 780

99 京葉道 千葉
幕張ＰＡ（上り線） Ｐａｓａｒ幕張

山武源
ＢＩＧり！チーズＩＮメンチかつ丼

～下総醤油使用の特製ソース～
850

100 京葉道 千葉
幕張ＰＡ（下り線） Ｐａｓａｒ幕張

とん楽
とん楽三昧丼 1,190

101 京葉道 千葉
幕張ＰＡ（下り線） Ｐａｓａｒ幕張

中華厨房
大吉豚のトンポーローと地野菜のあんかけ丼 950

102 東関東道 千葉 湾岸幕張ＰＡ（上り線）
湾岸豚しゃぶ丼

～房総ポークＣと特製味噌ダレの豚しゃぶ丼～
780

103 東関東道 千葉 酒々井ＰＡ（上り線） 房総ポークニラ玉丼 750

104 東関東道 千葉 酒々井ＰＡ（下り線） 錦爽どり　焼き鳥つくね丼 790

105 東関東道 千葉 大栄ＰＡ（上り線）
ちばらぎプレミア

Ｗ（ダブル）ＴＯＮＤＯＮ
980

106 千葉東金道 千葉 野呂ＰＡ（上り線） 錦爽どりのから揚げ丼(中華風） 750

107 千葉東金道 千葉 野呂ＰＡ（下り線）
特選ロース 房総ポークカツ丼

～ニンニク醤油風味～
890

108 館山道 千葉 市原ＳＡ（上り線） 旨豚の黒米みそ漬け丼 880

109
東京湾

アクアライン
千葉

海ほたるＰＡ（集約）
ちーば丼

潮干狩り丼 980

110 第三京浜 神奈川 都筑ＰＡ（上り線） やまゆりポークの開化丼 1,000

111 第三京浜 神奈川 保土ヶ谷ＰＡ（下り線） ハマポーク麻婆丼 760

112 横浜横須賀道 神奈川 横須賀ＰＡ（上り線） しらすと桜エビの２色丼 780

113 横浜横須賀道 神奈川 横須賀ＰＡ（下り線） アカモクまぐろ丼 1,050
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114 常磐道 茨城 守谷ＳＡ（下り線）
守谷特製

～地元やまこ味噌と国産豚肉のガッツリ味噌漬け丼～
980

115 常磐道 茨城 谷田部東ＰＡ（上り線） いばらき銘柄豚（ローズポーク）テリヤキ丼 1,000

116 常磐道 茨城 谷田部東ＰＡ（下り線） 味麗豚とろろ丼 650

117 常磐道 茨城 美野里ＰＡ（上り線） スタミナニラホルモン丼 680

118 常磐道 茨城 美野里ＰＡ（下り線） 筑波地鶏の親子丼 680

119 常磐道 茨城 友部SA（上り線） ”茨城を食べつくそう”　栄光の丼 1,200

120 常磐道 茨城 友部SA（下り線） 豚とろ丼(麦めし）～TOMOBE THE プレミアム～ 1,260

121 常磐道 茨城 東海PA（上り線）
東海PAオリジナル

ひたち絹豚のみそ丼（温玉付）
750

122 常磐道 茨城 東海PA（下り線） 売店のとり飯・・・（うちのとり飯） 700

123 常磐道 茨城 中郷SA（上り線） ローズポーク炙り焼きナムル丼 880

124 常磐道 茨城 中郷SA（下り線） ローズポーク炙り焼ネギ丼 880

125 常磐道 茨城 関本PA（上り線） ようそろー三銃士丼 790

126 常磐道 茨城 笠間PA（集約） 大洗しらすかき揚げ丼 650
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127 関越道 新潟 塩沢石打ＳＡ（上り線） まろやかしょうが焼丼 800

128 関越道 新潟 塩沢石打ＳＡ（下り線） 越後もち豚ピリ辛キムチ丼 830

129 関越道 新潟 大和ＰＡ（下り線） 和のもち豚かつ丼 750

130 関越道 新潟 越後川口ＳＡ（上り線） 越後湯葉丼 750

131 関越道 新潟 越後川口ＳＡ（下り線） 塩だれスープかつ丼 850

132 関越道 新潟 山谷ＰＡ（上り線） にいがた地鶏の親子丼 840

133 北陸道 新潟 黒埼ＰＡ（上り線）
栃尾肉味噌油揚げ丼
（新潟鮭の焼漬付き）

880

134 北陸道 新潟 黒埼ＰＡ（下り線） 黄金豚のエビすた丼 800

135 北陸道 新潟 栄ＰＡ（上り線） 越後もち豚生姜焼丼 800

136 北陸道 新潟 栄ＰＡ（下り線） 栃尾のきつねとんどんぶり 700

137 北陸道 新潟 大積ＰＡ（上り線） イタリアン焼肉丼 820

138 北陸道 新潟 大積ＰＡ（下り線） 山古志牛カルビ丼 850

139 北陸道 新潟 米山ＳＡ（上り線） 日本海三色そぼろ丼 800

140 北陸道 新潟 米山ＳＡ（下り線） 越後彩めし 750

141 北陸道 新潟 名立谷浜ＳＡ（上り線） 名立『ぶりカツ丼』 780

142 北陸道 新潟 名立谷浜ＳＡ（下り線） 谷浜『トビウオカツ丼』 700

143 北陸道 新潟 蓮台寺ＰＡ（上り線）
やわらかするめの天ぷら丼

～２度おいしい～
700

144 北陸道 新潟 蓮台寺ＰＡ（下り線） 越の黄金豚丼 ～すきやき風～ 650

145 北陸道 富山 越中境ＰＡ（上り線） 越中の三色丼 720

146 北陸道 富山 越中境ＰＡ（下り線） 越中特製かき揚丼 780

147 磐越道 新潟 阿賀野川ＳＡ（上り線） 越の鶏のチキン南蛮丼 730

148 磐越道 新潟 阿賀野川ＳＡ（下り線） 新潟もち豚ときのこのあんかけ丼 780

149 上信越道 新潟 妙高ＳＡ（上り線） いい味マヨ、海鮮唐揚牛コロDON 950

150 上信越道 新潟 妙高ＳＡ（下り線） 妙高よくばり丼 980

新
潟
・
富
山
ブ
ロ

ッ
ク
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