
くるまライフ、コミュニティーパーク

上下線集約

FLOOR
GUIDE

フロアガイド

清　水

地場産品を活かした静岡県内の名店や、
地域にお住まいの皆さまにも身近にご利用いただける
これまでの高速道路にない新業種の店舗など、

新鮮で魅力あふれる店舗がお客さまをお迎えいたします。

人々が動き、光が流れ、そして集う
新東名の最上級サービスエリア誕生。

ネオパーサ清水 全体MAP 

車両展示
フードコートに隣接して車・バイクを展示・販売。
内装イメージとの相乗効果で、ガレージ感に溢
れた空間を生み出します。

施設外観
～くるまコミュニティーパーク～を表している
外観は、車のガレージをイメージしたモノトーン
（グレー）のモダンなデザイン。
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フードコート

～くるまライフ・コミュニティーパーク～
“車・バイク”を通じたライフスタイルを楽しむ人々の

集いの場となるよう、東西・北からの結節点として

「単なる通過点以上の付加価値」を提供します。

全
体
マ
ッ
プ 

01

全
体
マ
ッ
プ 

02

NEOPASA清水 全体マップ
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富士 旬粋

ミニストップ

KAWASEMI BAKERY

KUSHITANI CAFE

グラニフ

FRENCH TOAST LONCAFE

エムアイプラザ

KUSHITANI PERFORMANCE STORE

オートバックス

Frees's Mart GENERAL STORE

鉄板焼 鐵一

PIZZA-LA EXPRESS

宮武讃岐製麺所   うどん・そば

大かまど飯   丼ぶり 寅福

らーめん 華菜樓

明洞食堂  スンドゥブチゲ

フードコートは高い天井とカーテンウォールにより  
明るく開放的でダイナミックな空間を天井表しとすることで  

ガレージをイメージしています。
（株）光岡自動車や（株）クシタニ東京による車・バイクの展示・販売もしています。

広々とした敷地には 
富士山のビュースポットを設けました。

雄大な富士山の眺望は 
あなたの旅の疲れを癒してくれます。

駐車場

ATM

トイレ コンシェルジュ ATM

小型駐車場

小型駐車場

大型駐車場大型駐車場

ベビーコーナー

■ ショッピング ・ ベーカリー　■ コンビニ　■ フードコート ・ カフェ

下り線側上り線側

お問い合わせ（コンシェルジュ）

NEOPASA清水  TEL:054-394-0811
宝くじコーナー
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香り豊かなミルク食パンを
はじめとするベーカリーや、
手作りのシュークリーム、オ
リジナルドリンクを販売する
スイーツコーナー等、地域
の食材を使用した商品を季
節に応じて提供しています。

■3  KAWASEMI BAKERY カワ セ ミベーカリー

ベーカリー 営業時間 7：00～20：00

NEOPASA清水 フロアガイド

お洒落な雑貨、ちょっと
贅沢なお菓子で人気の
『旬粋』がオリジナル商
品を中心に地元の特産
品や地元銘菓を取り揃
えます。

■1 富士 旬粋  シュンスイ

■7 エムアイプラザ

ショッピング 営業時間 8：00～21：00

ショッピング 営業時間 9：00～21：00

変わらないおもてなしと安心
感に、心はずむワクワク感を
プラスして。デイリーに活躍
する食品、雑貨から、ウエア、
大切な方へのギフトまで幅広
く揃う三越伊勢丹のトータル
ライフスタイルショップです。

「Ｔシャツ×アート」を発信す
るＴシャツ専門店。常時200
デザイン以上のバリエー
ション豊富なＴシャツ、オリジ
ナルワンピース等を常時販
売。カップルやファミリーで
お楽しみいただけます。

■5  グラニフ
ショッピング 営業時間 9：00～21：00

新東名を走行するドライ
バー＆ライダーの方々へ
バイクライフを提案する
ショップです。従来のバイ
ク用品はもちろん、バイク・
車を通して人と旅をつな
ぐ製品を提供いたします。

■8 KUSHITANI PERFORMANCE STORE クシタニ                   パフォーマンス ストア

ショッピング 営業時間 9：00～21：00

コンビニエンスストア商
品と、ソフトクリームや
フェアトレードコーヒー
などのできたてのファス
トフードを取り揃えて皆
さまをお迎えいたします。

■2 ミニストップ
コンビニエンスストア 24時間営業

フロアガイド

クルマが、バイクがもっと好きになる。
オシャレなカフェも楽しめます。

　ネオパーサ清水は、
　クルマやバイクを通じたライフスタイルを楽しむ人たちの
　コミュニティーパークを目指しています。
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フードコート
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■2 コンシェルジュ

「ありきたりなリゾートライフより日
常の中にあるリゾートタイムを」を
コンセプトに、日本で初めてのフレン
チトースト専門店として湘南文化を
発信する「LONCAFEロンカフェ」。
とびきりのスイーツとともに心を楽
しませるひと時をお過ごしください。

カフェ+雑貨 営業時間 7：00～21：00

バイクライフスタイルを提
案するクシタニが高速道路
にバイカーズカフェを初出
店。本格的なコーヒーから
テイクアウトできるフードを
展開しています。チタン製
のマグや限定商品も販売。

■4 KUSHITANI CAFE
カフェ+雑貨 営業時間 平日7：00～19：00 休日7：00～21：00

■6 FRENCH TOAST LONCAFE
　　 フレンチトースト ロンカフェ
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NEOPASA清水 フロアガイド

ショッピングも思うままに楽しめて、
美味しいグルメも充実！

　さまざまなアイテムに心が躍るショッピング。
　お腹が空いたら和・洋・中が揃ったフードコートへ。
　お楽しみは、これからです。

宅配ピザでおなじみの「ピザー
ラ」の人気商品を1ピースから
ご用意。富士宮の牧場「いでぼく」
の濃厚なミルクを使用したソフト
クリームや、焼きたてのクレープ
をお楽しみいただける、テイク
アウトスタイルショップです。

■12 PIZZA-LA EXPRESS ピザーラ　エクスプレス

フードコート 営業時間 9：00～21：00

東京で人気の「鐡一」の
味をそのままに。定番の
浪花の焼きそば、たこ焼
の他、深い味わいの極
太焼きそばやソーセー
ジなど各種ご用意いた
します。

■11 鉄板焼 鐵一  てついち
フードコート 営業時間 9：00～21：00

手作業で鍛え、製麺したうどん
を大釜で茹で上げる本場香川
の讃岐うどん。ダシには瀬戸
内海の高品質のいりこを贅沢
に使用。こだわりの二八そば、
おにぎり、てんぷらをセルフス
タイルでご用意いたします。

■13 宮武讃岐製麺所 みやたけさぬきせいめんしょ
フードコート 営業時間 7：00～21：00

東京・青山で人気の和食レ
ストラン「寅福」初の丼ぶ
り専門業態。店頭にそびえ
る150キロの大かまどで
炊くご飯が自慢です。地元
食材、地域性を活かした丼
ぶりを提供いたします。

■14 大かまど飯   丼ぶり 寅福  とらふく
フードコート 営業時間 9：00～21：00

女性に人気のスンドゥブ
（豆腐を使った韓国の鍋
料理）や野菜たっぷりビ
ビンバ（韓国の混ぜごは
ん）、アジアンスイーツ
各種を取り揃えた韓国
料理店です。

■16 明洞食堂 みょんどんしょくどう
フードコート 営業時間 9：00～21：00

静岡産の鰹節、醤油、粗
塩など、地元食材を使
用した、こだわりダレの
王道中華そばをご用意
いたします。

■15 らーめん 華菜樓  かさいろう
フードコート 24時間営業
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■6 コンシェルジュ

高速道路のドライブを安
全・快適・便利にお過ごしい
ただけるカー用品を厳選
して品揃えいたしました。
※通常のオートバックス店舗で行っ
ている取付・交換作業は行わず、販
売商品のみのお取扱いになります。

■9 オートバックス
ショッピング 営業時間 9：00～21：00

フリーズマートゼネラルス
トアは、フリーズマートの
キュートでリラックス感の
ある高感度カジュアルウェ
アに加え、リゾートに適し
たアパレルや雑貨をバラ
エティ豊富にお届けします。

■10 Frees's Mart GENERAL STORE   フリーズマート ゼネラルストア

ショッピング 営業時間 9：00～21：00




