
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

平成２７年１月２６日 

東日本高速道路株式会社 

ネクセリア東日本株式会社 

 

ＮＥＸＣＯ東日本と漫画「孤独のグルメ」が初のコラボレーション！ 

ドライバー向け巡礼ガイド「孤独のドラめし」を配付！ 

特設ＷＥＢサイトもオープン！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、平成２７年１月２６日（月）から、管内の１５４箇所のサービスエリア 

（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）にて、高速道路をご利用するドライバーの皆さまに向けて特別編集した     

「孤独のグルメ」巡礼ガイド 番外編「孤独のドラめし」を配付いたします。 

 

「孤独のグルメ」とは、雑貨輸入商を営む主人公・井之頭五郎（いのがしら ごろう）が、仕事の合間に    

立ち寄った店で独りで食事をする様子を描いた、原作・久住昌之氏、作画・谷口ジロー氏のグルメ漫画で、   

ＴＶドラマ化、書籍化もされている累計４０万部発行の大人気作品です。 

 今回のコラボレーションでは、井之頭五郎が「孤独のグルメ」巡礼ガイド 番外編「孤独のドラめし」という    

オリジナルガイドブックを用い、各地のＳＡ・ＰＡのおすすめドライバー飯 “ドラめし“ を、五郎のコメントや     

イラスト付きで魅力たっぷりにご紹介します。また、特設ＷＥＢサイトも公開中で、「孤独のドラめし」の世界を   

十分に堪能できる内容となっています。 

 

ＮＥＸＣＯ東日本は、本コラボレーションにより、高速道路を毎日のようにご利用いただくビジネスユーザーの 

お客さまはもちろん、行楽で訪れる方々にもいっそう親しまれるＳＡ・ＰＡを目指してまいります。 

 

 

 



 

 

 

「孤独のグルメ」 巡礼ガイド 番外編 

「孤独のドラめし」を、ＳＡ・ＰＡにて配付！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＥＸＣＯ東日本のＳＡ・ＰＡの『厳選ドラめし』を紹介！】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「孤独のドラめし」特設ＷＥＢサイトがオープン！ 
 

 

 

 

 

 

 

表紙

▼コラボレーション詳細①

全１６ページで構成される「孤独のドラめし」は、主人公・井之頭五郎が仕事の合間に立ち寄った   

ＳＡ・ＰＡで休息を取り、空腹を満たすために食べた “ドラめし”を、北海道から、東北、関東、上信越の

地域ごとにご紹介します。ドラめしの写真に五郎のイラストと臨場感溢れるコメントが加わり、思わず   

お腹が鳴ってしまう情報が満載です。ぜひ、お楽しみください。 

※「孤独のドラめし」配付概要※ 

■配付期間：２０１５年 1 月２６日（月）～無くなり次第終了 

■配付場所：ＮＥＸＣＯ東日本の対象ＳＡ・ＰＡ内ショッピングコーナー  
※コンビニエンスストア、一部ＳＡ・ＰＡを除く 

■配付方法：対象のＳＡ・ＰＡで、商品をお買い上げのお客さまに購入金額にかかわらず配付（１会計につき 1 冊） 

※配付場所の詳細は本リリースの最終ページにございます参考資料をご覧ください。 

紹介ページ



 

 

「孤独のドラめし」特設ＷＥＢサイトオープン！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「孤独のドラめし」特設ＷＥＢサイトには、メニュー紹介だけじゃない、様々な機能が！】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼コラボレーション詳細② 

孤独のドラめし特設ＷＥＢサイトでは、対象の１５４箇所のＳＡ・ＰＡの厳選 

ドラめしをご紹介しています。定食、麺類などといったグルメジャンルから  

食べたいメニューを検索したり、ＮＥＸＣＯ東日本管轄の道路名からＳＡ・  

ＰＡのドラめしを検索することができます。さらに、「孤独のグルメ」の主人公・

井之頭五郎が、食べる直前に喉を鳴らす音「ゴクリ」を再現した『ゴクリ   

ボタン』を設けました。特設ＷＥＢサイトを見て、気になったメニューの『ゴクリ

ボタン』を押し、「お腹が減った！」という気持ちを共感できる仕組みになって

います。 

井之頭五郎になった気分で、「孤独のグルメ」の世界を堪能できる特設  

ＷＥＢサイトです。ぜひ、お楽しみください。 

 

URL  http://www.driveplaza.com/special/dorameshi/ 

原作者：久住昌之氏コメント 

そもそも「孤独のグルメ」に込められている思いは、たとえ孤独だとしても、 

おいしいものさえ食べられれば、それで十分に幸せってこと。 

おいしいものを食べているときだけは、いろいろな しがらみから解放されて 

自由なんだってこと。その先に、どんなおいしいものが待ち受けているのか？ 

そう考えれば、孤独な道のりにも、ちょっとした楽しさが生まれるはずです。 

井之頭五郎になったつもりで、「孤独のドラめし」の世界を楽しんでください。 

QR コード

スマートフォン版サイトイメージ ＰＣ版サイトイメージ 



 

 

【参考資料：「孤独のドラめし」配付場所一覧】 

道路名 ＳＡ・ＰＡ名称（上り/下り） 都道府県 

道央自動車道 有珠山ＳＡ（上り/下り） 北海道 

道央自動車道 輪厚ＰＡ（上り/下り） 北海道 

道央自動車道 岩見沢ＳＡ（上り/下り） 北海道 

道央自動車道 砂川ＳＡ（下り） 北海道 

札樽自動車道 金山ＰＡ（上り/下り） 北海道 

東北自動車道 津軽ＳＡ（下り） 青森県 

東北自動車道 花輪ＳＡ（上り/下り） 秋田県 

秋田自動車道 西仙北ＳＡ（上り） 秋田県 

東北自動車道 岩手山ＳＡ（上り/下り） 岩手県 

東北自動車道 滝沢ＰＡ（上り/下り） 岩手県 

東北自動車道 矢巾ＰＡ（上り/下り） 岩手県 

東北自動車道 紫波ＳＡ（上り/下り） 岩手県 

東北自動車道 北上金ヶ崎ＰＡ（上り/下り） 岩手県 

東北自動車道 前沢ＳＡ（上り/下り） 岩手県 

八戸自動車道 折爪ＳＡ（上り/下り） 岩手県 

秋田自動車道 錦秋湖ＰＡ（集約） 岩手県 

東北自動車道 金成ＰＡ（上り/下り） 宮城県 

東北自動車道 長者原ＳＡ（上り/下り） 宮城県 

東北自動車道 鶴巣ＰＡ（上り/下り） 宮城県 

東北自動車道 菅生ＰＡ（上り/下り） 宮城県 

山形自動車道 古関ＰＡ（上り/下り） 宮城県 

東北自動車道 国見ＳＡ（上り/下り） 福島県 

東北自動車道 吾妻ＰＡ（上り） 福島県 

東北自動車道 福島松川ＰＡ（上り/下り） 福島県 

東北自動車道 安達太良ＳＡ（上り/下り） 福島県 

東北自動車道 安積ＰＡ（上り/下り） 福島県 

東北自動車道 鏡石ＰＡ（上り） 福島県 

東北自動車道 阿武隈ＰＡ（上り/下り） 福島県 

東北自動車道 四倉 PA（上り） 福島県 

磐越自動車道 磐梯山ＳＡ（上り/下り） 福島県 

磐越自動車道 五百川ＰＡ（上り/下り） 福島県 

磐越自動車道 阿武隈高原ＳＡ（上り/下り） 福島県 

関越自動車道 三芳ＰＡ（上り/下り） 埼玉県 

関越自動車道 高坂ＳＡ（上り/下り） 埼玉県 

関越自動車道 嵐山ＰＡ（上り/下り） 埼玉県 

関越自動車道 寄居ＰＡ（下り） 埼玉県 

関越自動車道 上里ＳＡ（上り/下り） 埼玉県 

首都圏中央連絡自動車道 狭山ＰＡ（外） 埼玉県 

東北自動車道 蓮田ＳＡ（上り/下り） 埼玉県 

東北自動車道 羽生ＰＡ（下り） 埼玉県 

関越自動車道 駒寄ＰＡ（上り/下り） 群馬県 

関越自動車道 赤城高原ＳＡ（上り/下り） 群馬県 

上信越自動車道 甘楽ＰＡ（上り/下り） 群馬県 

上信越自動車道 横川ＳＡ（上り/下り） 群馬県 

東北自動車道 佐野ＳＡ（上り/下り） 栃木県 



 

 

道路名 ＳＡ・ＰＡ名称（上り/下り） 都道府県 

東北自動車道 都賀西方ＰＡ（上り/下り） 栃木県 

東北自動車道 大谷ＰＡ（上り/下り） 栃木県 

東北自動車道 上河内ＳＡ（上り/下り） 栃木県 

東北自動車道 矢板北ＰＡ（上り/下り） 栃木県 

東北自動車道 那須高原ＳＡ（上り/下り） 栃木県 

上信越自動車道 東部湯の丸ＳＡ（上り/下り） 長野県 

上信越自動車道 松代ＰＡ（上り/下り） 長野県 

上信越自動車道 小布施ＰＡ（上り/下り） 長野県 

長野自動車道 姨捨ＳＡ（上り/下り） 長野県 

東関東自動車道 湾岸幕張ＰＡ（上り/下り） 千葉県 

東関東自動車道 酒々井ＰＡ（上り/下り） 千葉県 

館山自動車道 市原ＳＡ（上り/下り） 千葉県 

京葉道路 幕張ＰＡ（上り/下り） 千葉県 

千葉東金道路 野呂ＰＡ（上り/下り） 千葉県 

第三京浜道路 都筑ＰＡ（上り） 神奈川県 

第三京浜道路 保土ヶ谷ＰＡ（下り） 神奈川県 

横浜新道 戸塚ＰＡ（上り） 神奈川県 

横浜横須賀道路 横須賀ＰＡ（上り/下り） 神奈川県 

常磐自動車道 守谷ＳＡ（上り/下り） 茨城県 

常磐自動車道 谷田部東ＰＡ（上り/下り） 茨城県 

常磐自動車道 美野里ＰＡ（上り/下り） 茨城県 

常磐自動車道 友部ＳＡ（上り/下り） 茨城県 

常磐自動車道 東海ＰＡ（上り/下り） 茨城県 

常磐自動車道 中郷ＳＡ（上り/下り） 茨城県 

常磐自動車道 関本ＰＡ（上り） 茨城県 

北関東自動車道 笠間ＰＡ（集約） 茨城県 

北陸自動車道 黒埼ＰＡ（上り/下り） 新潟県 

北陸自動車道 栄ＰＡ（上り/下り） 新潟県 

北陸自動車道 大積ＰＡ（上り/下り） 新潟県 

北陸自動車道 米山ＳＡ（上り/下り） 新潟県 

北陸自動車道 名立谷浜ＳＡ（上り/下り） 新潟県 

北陸自動車道 蓮台寺ＰＡ（上り/下り） 新潟県 

関越自動車道 山谷ＰＡ（上り） 新潟県 

関越自動車道 越後川口ＳＡ（上り/下り） 新潟県 

関越自動車道 大和ＰＡ（下り） 新潟県 

関越自動車道 塩沢石打ＳＡ（上り/下り） 新潟県 

関越自動車道 谷川岳ＰＡ（上り/下り） 群馬県 

上信越自動車道 妙高ＳＡ（上り/下り） 新潟県 

磐越自動車道 阿賀野川ＳＡ（上り/下り） 新潟県 

北陸自動車道 越中境ＰＡ（上り/下り） 富山県 

 


