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●所 在 地／道 の 駅 風 和 里し ば やま
　　　　 山武郡芝山町小池2568　TEL.0479-70-8877
●営業時間／ 9：00～19：00（冬期18：00まで）
●休館日／ 12月31日～ 1月3日
　　　　　※くわしくは、お問い合わせください。

2

人気の商品BEST3駅長ご推薦！

　　しばっこくん
　　ピーナッツバターサブレ
（10枚入）　￥648（税込）
芝山町のキャラクター
「しばっこくん」のプリ
ントクッキーが登場。
ピーナッツペースト入
りのサブレは、サクっ
とした食感です。

古代米バームクーヘン（1個）　￥1,980（税込）
芝山産の古代米と
千葉県産コシヒカ
リの米粉を使用し
た風和里しばやま
限定品。米粉100％
のもちもち感が絶
品です。

洋菓子のヒロタ
シュークリーム
　￥320（税込）

芝山町にはヒロタの工
場があり、直送されてき
ます。味はカスタード・
チョコレート・ツインフ
レッシュ・季節限定品の
4種類。
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●千葉市都市緑化植物園 ●さんぶの森公園 ●芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

●野呂PA（上り）にある「文学の散歩道」

《グルメなどを
　　　裏表紙でご紹介》

千葉市
都市緑化
植物園

道の駅
風和里
しばやま

芝山町立芝山古墳・
はにわ博物館

● ●

野呂PA

千葉東金道路と首都圏中央連絡自動車道
（圏央道）を松尾横芝ICまでドライブ！

▲圏央道、東金JCT～山武成東IC間
　（進行方向左側、千葉方面からの車と合流）

房総にゆかりのある名作の数々
を紹介した石碑を発見！

▲「文学の森」の碑

▲さんぶの森公園のシンボル「グリーンタワー」

展示室

▲

▲博物館外観

▲展示室

▲市民バラ園

▲ホトトギスの花

▲「文学の森」説明パネル

さ ん ぶ す ぎ

▲ローラーすべり台
　※対象年齢／6歳～12歳まで

　1979年（昭和54年）に開通した千葉東金道路は、千葉市中央区の
京葉道路千葉東JCTを起点に東金市までの約16.1kmの一般有料道路
です。さらにその先の、東金JCTから松尾横芝ICまでは、一般有料道路の
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が約16.1kmにわたって続いています。
　今回のドライブのスタートは、千葉東JCTからほど近い「千葉東IC」か
ら。休日ともなれば、上下線ともに家族連れなどの車で混雑する路線です
が、平日はスムーズに流れていきました。最初の休憩地「野呂下りPA」で
は、夏休みの時期のためかたくさんの車が駐車し、多くの子どもたちで売
店は賑わっていました。野呂PAをあとにして、再び路線に戻り、東金方面
をめざして走行。山田ICを過ぎ、東金JCT近くになると左方向に圏央道へ
の誘導サインがあり、そこを銚子方面へ向かうと路線は片側1車線が続きま
す。そして、山武市あたりまで来ると、千葉県産の高級木材として知られる
「山武杉」の山並みを見ることができます。圏央道が山並みの切れ間に架か
る橋を渡ったとき、橋の下には収穫前の稲穂が黄金色のじゅうたんを敷き
詰めたように遠くまで広がっていました。上空に成田空港を離発着する飛
行機が頻繁に見えてくるようになり、路線が右方向にカーブするとゴール
地点の「松尾横芝IC」に到着です。
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　「自然とのふれあい」をテーマに作られた敷
地面積約12ヘクタールの公園は、キャンプデ
ッキやバーベキュー広場など、アウトドアを楽
しめる8つのエリアで構成されています。す。す 山武
杉をイメージした高さ約60mのグリーンタ
ワーは公園のシンボル。地上40mの展望室ま
でエレベーターで一気に上がると、そこは360
度の大パノラマ。マ。マ 緑に囲まれた山武市一帯の
眺望が広がっています。す。す

　千葉県には古墳が多くあり、その数
はなんと12,000基以上。中でも芝山
町一帯は遺跡の宝庫で、下総台地一
帯に古代の遺跡が残されていて、かつ
ては町内だけでも500基以上の古墳
があったと言われています。す。す そんな芝
山町にある「芝山古墳・はにわ博物館」
では、県内で発掘されたさまざまな、は
にわの出土品やレプリカを展示し、その
種類や特徴を比較して見ることができ
ます。す。す また、現代にも残る古墳時代の生
活や技術の紹介、遺跡の発掘調査、使
用する道具、整理作業、報告書作成の
方法などがわかる展示など、古墳時代
と今をつなぐ架け橋の博物館です。す。す

　千葉東金道路の
上り車線を走行中、休憩で立
ち寄った野呂PAで「文学の森」
と名付けられたコーナーを見つ
けました。緑の木々に囲まれた
一画には、房総にゆかりのある
作家とその作品を説明した石碑
が点在し、散策するように順路
を進むと房総に魅了された9人
の作家とその作品に触れられる
ようになっています。す。す 順路ごとに
与謝野晶子、若山牧水、加藤まさ
を、山本有三、林芙美子、伊藤佐
千夫、芥川龍之介、竹久夢二、斎
藤信夫が紹介されている「文学
の散歩道」。風光明媚な海岸線と

美しい自然に恵まれた房総に心を引きつけられた作家た
ちの世界。ゆっくり散歩してみませんか。
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1979年（昭和54年）に開通した千葉東金道路は、
京葉道路千葉東JCTを起点に東金市までの約16.1kmの
です。す。す さらにその先の、東金JCTから松尾横芝ICまでは、一般有料道路の
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）
　今回のドライブのスタートは、千葉東JCTからほど近い「千葉東IC」か
ら。休日ともなれば、上下線ともに家族連れなどの車で混雑する路線です
が、平日はスムーズに流れていきました。最初の休憩地「野呂下りPA」で
は、夏休みの時期のためかたくさんの車が駐車し、多くの子どもたちで売
店は賑わっていました。野呂PAをあとにして、再び路線に戻り、東金方面
をめざして走行
の誘導サイ
す。す。す そして、
「山武杉
る橋を渡ったとき、橋の下には収穫前の稲穂が黄金色のじゅうたんを敷き
詰めたように遠くまで広がっていました。
行機が頻繁に見えてくるようになり、路線が右方向にカーブするとゴール
地点の「松尾横芝IC」に到着で

●

芝山町
キャラクター

しばっこくん

芝山町
キャラクター

しばっこくん

▲スタートの「千葉東IC」

▲片側一車線走行の
　「圏央道」

　千葉東金道路の野呂PA（上り）敷
地内で、まるでガス灯のようにクラシッ
クなデザインの照明を見つけました。

十字の先に4灯の明かりを灯
す照明はパーキング内に2
基だけ。よく見ると、その照
明の下には房総ゆかりの
作家を紹介した「文学の

森」の石碑が。文学を照らす
にふさわしい趣きある照明です。
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表紙撮影
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さんぶの森公園●

　34.129㎡の広大な
敷地をもつ植物園内
には、97科472種類
の植物の見本園があ
り、市民がみどりを育
てるために役立つ講
習会や展示会などを
行っている「みどりの
相談所」も開設してい
ます。す。す 四季を通じて季
節の草花が咲く園内
は人々の憩いの場になっています。す。す10月には盆栽作風
展、バラ展、菊花展、ハーブ展と催事がいっぱい。日程は
お問い合わせください。

●所在地／千葉市都市緑化植物園管理事務所

●所在地／芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

●所在地／
　さんぶの森公園管理事務所

千葉市中央区星久喜町278　
TEL.043-264-9559

山武郡芝山町芝山438-1　TEL.0479-77-1828

山武市埴谷1904-3　
TEL.0475-80-9100

千葉市都市緑化植物園指定管理者　
一般財団法人千葉県まちづくり公社

●開園時間／ 9：00～17：00
●休園日／毎週月曜日
　　　　　（月曜日が祝日の場合その翌日）
　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）
●入園料/無料　●駐車場（40台）無料

《グリーンタワー》
●開館時間／ 9：00～16：30
●休館日／Ｗebサイトをご覧ください。
　http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/34/tower.html
●利用料金／一人100円（未就学児・70歳以上　無料）

●開館時間／ 9：00～16：30
●休館日／毎週月曜日および祝祭日の翌日
　　　　　（月曜日が祝日の時はその翌日）年末年始
●一般料金／大人200円、小・中学生100円
　　　　　　65歳以上140円

スタートスタート

ゴール

寄り道寄り道寄り道寄り道

寄り道寄り道

寄り道寄り道

▲東金JCTの交差する路線と橋脚 ▲農産物等直売所

●道の駅風和里しばやま

 　今回のドライブのゴール・松尾横芝ICを降り、県道62号（愛称：芝
山はにわ道）を成田方面へ約15分ほど走ると、左手前方にオレンジ
色の瓦屋根が目印の道の駅「風和里しばやま」に到着します。す。す 県内で
も有数の農業地帯・芝山町の特色を全面に打ち出し、新鮮な採れた
て野菜をはじめ約2,000種類もの商品が並ぶ「農産物直売所」です。す。す
生産者の名前が書かれた野菜は、農家のみなさんの自信と誇りを表
すようにどれもイキイキとしていて、ついあれもこれもとカゴに入れ
たくなります。す。す 花・植木コーナーには、季節ごとに種類も豊富な花や
観葉植物がお得な価格で売られています。す。す 喫茶コーナーもあり、店内
で購入したお弁当
や総菜をいただき
ながら休憩もでき
ます。また、屋外の
芝生が広がる広場
では、愛犬を散歩さ
せながら日光浴を
楽しむ人々の姿が
見られました。

SUNムシくん

山武市
マスコットキャラクター

千
葉
東
金 道 路

圏
央
道

圏
央
道

1
（税込）

ター
「しばっこくん」のプリ
ントクッキーが登場。
ピーナッツペースト入
りのサブレは、サクっ

ピーナッツバターサブレ

りのサブレは、サクっ

（税込）

りのサブレは、サクっ

　　　（4個入）

3

Special spot
撮影ポイント

ふ わ り



●所 在 地／道 の 駅 風 和 里し ば やま
　　　　 山武郡芝山町小池2568　TEL.0479-70-8877
●営業時間／ 9：00～19：00（冬期18：00まで）
●休館日／ 12月31日～ 1月3日
　　　　　※くわしくは、お問い合わせください。
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人気の商品BEST3駅長ご推薦！

　　しばっこくん
　　ピーナッツバターサブレ
（10枚入）　￥648（税込）
芝山町のキャラクター
「しばっこくん」のプリ
ントクッキーが登場。
ピーナッツペースト入
りのサブレは、サクっ
とした食感です。

古代米バームクーヘン（1個）　￥1,980（税込）
芝山産の古代米と
千葉県産コシヒカ
リの米粉を使用し
た風和里しばやま
限定品。米粉100％
のもちもち感が絶
品です。

洋菓子のヒロタ
シュークリーム
　￥320（税込）

芝山町にはヒロタの工
場があり、直送されてき
ます。味はカスタード・
チョコレート・ツインフ
レッシュ・季節限定品の
4種類。
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野呂PA

千葉東金道路と首都圏中央連絡自動車道
（圏央道）を松尾横芝ICまでドライブ！

▲圏央道、東金JCT～山武成東IC間
　（進行方向左側、千葉方面からの車と合流）

房総にゆかりのある名作の数々
を紹介した石碑を発見！

▲「文学の森」の碑

▲さんぶの森公園のシンボル「グリーンタワー」

展示室

▲

▲博物館外観

▲展示室

▲市民バラ園

▲ホトトギスの花

▲「文学の森」説明パネル
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▲ローラーすべり台
　※対象年齢／6歳～12歳まで

　1979年（昭和54年）に開通した千葉東金道路は、千葉市中央区の
京葉道路千葉東JCTを起点に東金市までの約16.1kmの一般有料道路
です。さらにその先の、東金JCTから松尾横芝ICまでは、一般有料道路の
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が約16.1kmにわたって続いています。
　今回のドライブのスタートは、千葉東JCTからほど近い「千葉東IC」か
ら。休日ともなれば、上下線ともに家族連れなどの車で混雑する路線です
が、平日はスムーズに流れていきました。最初の休憩地「野呂下りPA」で
は、夏休みの時期のためかたくさんの車が駐車し、多くの子どもたちで売
店は賑わっていました。野呂PAをあとにして、再び路線に戻り、東金方面
をめざして走行。山田ICを過ぎ、東金JCT近くになると左方向に圏央道へ
の誘導サインがあり、そこを銚子方面へ向かうと路線は片側1車線が続きま
す。そして、山武市あたりまで来ると、千葉県産の高級木材として知られる
「山武杉」の山並みを見ることができます。圏央道が山並みの切れ間に架か
る橋を渡ったとき、橋の下には収穫前の稲穂が黄金色のじゅうたんを敷き
詰めたように遠くまで広がっていました。上空に成田空港を離発着する飛
行機が頻繁に見えてくるようになり、路線が右方向にカーブするとゴール
地点の「松尾横芝IC」に到着です。
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　「自然とのふれあい」をテーマに作られた敷
地面積約12ヘクタールの公園は、キャンプデ
ッキやバーベキュー広場など、アウトドアを楽
しめる8つのエリアで構成されています。す。す 山武
杉をイメージした高さ約60mのグリーンタ
ワーは公園のシンボル。地上40mの展望室ま
でエレベーターで一気に上がると、そこは360
度の大パノラマ。マ。マ 緑に囲まれた山武市一帯の
眺望が広がっています。す。す

　千葉県には古墳が多くあり、その数
はなんと12,000基以上。中でも芝山
町一帯は遺跡の宝庫で、下総台地一
帯に古代の遺跡が残されていて、かつ
ては町内だけでも500基以上の古墳
があったと言われています。す。す そんな芝
山町にある「芝山古墳・はにわ博物館」
では、県内で発掘されたさまざまな、は
にわの出土品やレプリカを展示し、その
種類や特徴を比較して見ることができ
ます。す。す また、現代にも残る古墳時代の生
活や技術の紹介、遺跡の発掘調査、使
用する道具、整理作業、報告書作成の
方法などがわかる展示など、古墳時代
と今をつなぐ架け橋の博物館です。す。す

　千葉東金道路の
上り車線を走行中、休憩で立
ち寄った野呂PAで「文学の森」
と名付けられたコーナーを見つ
けました。緑の木々に囲まれた
一画には、房総にゆかりのある
作家とその作品を説明した石碑
が点在し、散策するように順路
を進むと房総に魅了された9人
の作家とその作品に触れられる
ようになっています。す。す 順路ごとに
与謝野晶子、若山牧水、加藤まさ
を、山本有三、林芙美子、伊藤佐
千夫、芥川龍之介、竹久夢二、斎
藤信夫が紹介されている「文学
の散歩道」。風光明媚な海岸線と

美しい自然に恵まれた房総に心を引きつけられた作家た
ちの世界。ゆっくり散歩してみませんか。

京
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道
路

京
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千葉東金道路と首都圏中央連絡自動車道
（圏央道

さ ん ぶ す ぎ

1979年（昭和54年）に開通した千葉東金道路は、
京葉道路千葉東JCTを起点に東金市までの約16.1kmの
です。す。す さらにその先の、東金JCTから松尾横芝ICまでは、一般有料道路の
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）
　今回のドライブのスタートは、千葉東JCTからほど近い「千葉東IC」か
ら。休日ともなれば、上下線ともに家族連れなどの車で混雑する路線です
が、平日はスムーズに流れていきました。最初の休憩地「野呂下りPA」で
は、夏休みの時期のためかたくさんの車が駐車し、多くの子どもたちで売
店は賑わっていました。野呂PAをあとにして、再び路線に戻り、東金方面
をめざして走行
の誘導サイ
す。す。す そして、
「山武杉
る橋を渡ったとき、橋の下には収穫前の稲穂が黄金色のじゅうたんを敷き
詰めたように遠くまで広がっていました。
行機が頻繁に見えてくるようになり、路線が右方向にカーブするとゴール
地点の「松尾横芝IC」に到着で

●

芝山町
キャラクター

しばっこくん

芝山町
キャラクター

しばっこくん

▲スタートの「千葉東IC」

▲片側一車線走行の
　「圏央道」

　千葉東金道路の野呂PA（上り）敷
地内で、まるでガス灯のようにクラシッ
クなデザインの照明を見つけました。

十字の先に4灯の明かりを灯
す照明はパーキング内に2
基だけ。よく見ると、その照
明の下には房総ゆかりの
作家を紹介した「文学の

森」の石碑が。文学を照らす
にふさわしい趣きある照明です。

寄り道寄り道

表紙撮影
ポイント

さんぶの森公園●

　34.129㎡の広大な
敷地をもつ植物園内
には、97科472種類
の植物の見本園があ
り、市民がみどりを育
てるために役立つ講
習会や展示会などを
行っている「みどりの
相談所」も開設してい
ます。す。す 四季を通じて季
節の草花が咲く園内
は人々の憩いの場になっています。す。す10月には盆栽作風
展、バラ展、菊花展、ハーブ展と催事がいっぱい。日程は
お問い合わせください。

●所在地／千葉市都市緑化植物園管理事務所

●所在地／芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

●所在地／
　さんぶの森公園管理事務所

千葉市中央区星久喜町278　
TEL.043-264-9559

山武郡芝山町芝山438-1　TEL.0479-77-1828

山武市埴谷1904-3　
TEL.0475-80-9100

千葉市都市緑化植物園指定管理者　
一般財団法人千葉県まちづくり公社

●開園時間／ 9：00～17：00
●休園日／毎週月曜日
　　　　　（月曜日が祝日の場合その翌日）
　　　　　年末年始（12月29日～1月3日）
●入園料/無料　●駐車場（40台）無料

《グリーンタワー》
●開館時間／ 9：00～16：30
●休館日／Ｗebサイトをご覧ください。
　http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/34/tower.html
●利用料金／一人100円（未就学児・70歳以上　無料）

●開館時間／ 9：00～16：30
●休館日／毎週月曜日および祝祭日の翌日
　　　　　（月曜日が祝日の時はその翌日）年末年始
●一般料金／大人200円、小・中学生100円
　　　　　　65歳以上140円

スタートスタート

ゴール

寄り道寄り道寄り道寄り道

寄り道寄り道

寄り道寄り道

▲東金JCTの交差する路線と橋脚 ▲農産物等直売所

●道の駅風和里しばやま

 　今回のドライブのゴール・松尾横芝ICを降り、県道62号（愛称：芝
山はにわ道）を成田方面へ約15分ほど走ると、左手前方にオレンジ
色の瓦屋根が目印の道の駅「風和里しばやま」に到着します。す。す 県内で
も有数の農業地帯・芝山町の特色を全面に打ち出し、新鮮な採れた
て野菜をはじめ約2,000種類もの商品が並ぶ「農産物直売所」です。す。す
生産者の名前が書かれた野菜は、農家のみなさんの自信と誇りを表
すようにどれもイキイキとしていて、ついあれもこれもとカゴに入れ
たくなります。す。す 花・植木コーナーには、季節ごとに種類も豊富な花や
観葉植物がお得な価格で売られています。す。す 喫茶コーナーもあり、店内
で購入したお弁当
や総菜をいただき
ながら休憩もでき
ます。また、屋外の
芝生が広がる広場
では、愛犬を散歩さ
せながら日光浴を
楽しむ人々の姿が
見られました。

SUNムシくん

山武市
マスコットキャラクター

千
葉
東
金 道 路

圏
央
道

圏
央
道

1
（税込）

ター
「しばっこくん」のプリ
ントクッキーが登場。
ピーナッツペースト入
りのサブレは、サクっ

ピーナッツバターサブレ

りのサブレは、サクっ

（税込）

りのサブレは、サクっ

　　　（4個入）

3

Special spot
撮影ポイント

ふ わ り



ホームページでもご覧いただけます。
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《 道 で 発 見！ち ば 》今 月 の 誌 上 クイズ！
　千葉東金道路が開通したのは1979
年（昭和54年）ですが、その当時の日
本の内閣総理大臣は、次の3人のうち
誰だったでしょうか。

① 福 田 　 赳 夫
② 大 平 　 正 芳
③ 中 曽 根　康 弘

※答えは、京葉銀行のホームページにある、「道で発見！ちば」の第12回をご覧ください。

以下の3つの中から正解を1つ
選んでください。

エ コド ラ イ ブ１０の す す め
渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
　出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビ
などを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認し、時間に余裕をもっ
て出発しましょう。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を
避ければ燃費と時間の節約になります。たとえば、１時間のドライブで道
に迷い、１０分間余計に走行すると１７％程度燃料消費量が増加します。

その

3

環境省Webサイト：エコドライブ普及連絡会　「エコドライブ１０のすすめ」より

千葉県の特産品はもちろん、手作りスナックメニューも充実。
レジャーの帰り、ここで休憩タイムとお土産ショッピングを！

●野呂パーキングエリア《PA》（上り）

　千葉東金道路を利用したドラ
イブの帰り道。東京方面の上り
では、ここにしかパーキングがな
いのでトイレ休憩以外でも、まず
は立ち寄ってリフレッシュしてい
きたいPAです。す。す うどん・そば・ラー
メンなどが食べられるスナック
コーナーのほか、屋外には千葉
産の食材を使用した揚げ物な

どがすぐ食べられるテイクアウトコーナーがありま
す。す。す ここでしか売っていないメニューもあるので要
チェックです。す。す

2

人気の商品BEST3

くじらメンチ　
(1個）￥280

ツチ鯨の風味をいかしつつ、
ふんわり柔らかな食感。
ソースなしでも美味しい。

※価格はすべて税込価格です。

いわし三昧定食　
(1人前）￥830

九十九里で水揚げされた
いわしを様々な料理法で
味わえる嬉しい定食です。

3

●駐車場
　大型：23／小型：100
●トイレ
　男：大5／小15 　女：13
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　小型：1台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

（スナックコーナー）

（テイクアウトコーナー）

塩・たまご・小麦粉はすべて
が地元産。塩がクリームの甘
さを引き立てています。
（ショッピングコーナー）

1 黒塩キャラメルロールケーキ　
　　(1本）￥1,338
黒塩キャラメルロールケーキ　
　　(1本）￥1,338

スナックコーナー
ショッピングコーナー
テイクアウトコーナー
自販機コーナー

7:00～ 20:00 
7:00～ 20:00
11:00～ 17:00
24H

●営業時間

千葉東金道路を九十九里浜などのレジャースポットをめざして走る
ときの休憩ポイント。隣接する「くぬぎの森」の木立に癒されて！

●野呂パーキングエリア《PA》（下り）

　千葉東金道路の千葉市若葉区
野呂町にある下り線唯一のパーキン
グエリア。千葉の名だたるレジャーア。千葉の名だたるレジャーア
スポットの九十九里浜に出かける
ときなどには利用したいPAです。す。す
コンパクトなPAですが、店内には
スナックコーナー、ショッピング
コーナーもあり、千葉名産の落花

生や銚子電鉄ぬれ煎餅など名産品の品揃えも充実し
ています。す。す 施設周辺にはテーブルやベンチが設けられ
ているので、ドライブの途中に、テイクアウトしたグル
メを味わいながら休憩できます。す。す

2

人気の商品BEST3
醬油どら焼き
(1個）￥220

創業200余年の千葉県産本
醸造こいくち醤油を生地に
使った白あんどら焼き。

房総の郷土料理「さんが」に
大葉とリコッタチーズを加え
たカツです。

※価格はすべて税込価格です。

3

●駐車場
　大型：23／小型：98
●トイレ
　男：大5／小15 　女：13
●障がい者等用施設
　障がい者等用駐車場　
　小型：1台
　障がい者等用トイレ　共用：1 
　オストメイト対応トイレ

（ショッピングコーナー）

（スナックコーナー）

（テイクアウトコーナー）

千葉の銘柄鶏「錦爽
どり」のもも肉を使っ
た人気の定食です。

錦爽どりのから揚げ定食　
(1人前）￥880
錦爽どりのから揚げ定食　
(1人前）￥880

1

きんそう

リコッタさんがカツ　
(1個）￥280

スナックコーナー
ショッピングコーナー
テイクアウトコーナー
自販機コーナー

6:30～ 19:00 
6:30～ 19:00
9:00～ 16:00
24H

●営業時間

★野呂PA限定！！★野呂PA限定！！

★野呂PA限定！！★野呂PA限定！！

正解は→② 大 平 　 正 芳


