
地域名 道路名 エリア名 イチ押しソフトクリーム商品名 価格（税込） 特典内容

関西 名神高速道路 大津SA（上り線）2F 八ッ橋ソフトクリーム ¥400 八ッ橋ソフトクリームを50円引きで販売

関西 名神高速道路 大津SA（上り線）1F クレミアソフトクリーム ¥500 クレミアソフトクリームを50円引きで販売

関西 名神高速道路 大津SA（下り線） ソフトクリーム　アドベリーミックス ¥360 フードコートでお食事のお客様にアドベリーミックスの50円割引券を配布。

関西 名神高速道路 吹田SA（上り線） 宇治抹茶ソフト ¥400 宇治抹茶ソフトを20％増量で販売

関西 名神高速道路 吹田SA（下り線） 宇治抹茶ソフト ¥400 宇治抹茶ソフトを20％増量で販売

関西 西名阪自動車道 香芝SA（上り線） コールドストーン　リッチミルクソフト ¥520 コールドストーンソフトを20円引きで販売

関西 西名阪自動車道 香芝SA（下り線） あすかルビーソフト ¥360 あすかルビーソフトを30円引で販売

関西 西名阪自動車道 天理PA（上り線） 北海道ソフトクリーム ¥340 北海道ソフトクリームを2本以上ご購入で雑貨1品プレゼント

関西 西名阪自動車道 天理PA（下り線） バニラソフト ¥260 バニラソフトご購入のお客様に携帯クリーナー1個プレゼント

関西 阪和自動車道 岸和田SA（上り線） 大阪みたらしだんごソフトクリーム ¥500 大阪みたらしだんごソフトのトッピングのみたらしだんごを1個増量

関西 阪和自動車道 岸和田SA（下り線） 北海道ソフト ¥380 北海道ソフト、抹茶ソフト、ミックスソフトを50円引き

関西 阪和自動車道 紀ノ川SA（上り線） プレミアム観音山はちみつレモンソフトクリーム ¥500 プレミアム観音山はちみつレモンソフトにウエハースシガーのトッピングサービス

関西 阪和自動車道 紀ノ川SA（下り線） じゃばらソフト ¥380 じゃばらソフトを1巻き増量で販売

関西 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（上り線） フレンチバニラシルクアイス ¥300 フレンチバニラシルクアイスにポッキー1本をトッピング

関西 舞鶴若狭自動車道 西紀SA（下り線） 黒豆ソフト（コーン） ¥330 黒豆ソフト（コーン）を20％増量で販売

関西 舞鶴若狭自動車道 六人部PA（上り線） クレミアソフトクリーム ¥530 クレミアソフトを20円引きで販売

関西 舞鶴若狭自動車道 六人部PA（下り線） 北海道バニラソフトクリーム ¥350 北海道バニラソフトを20円引きで販売

関西 中国自動車道 西宮名塩SA（上り線） ジャパンプレミアムあまおう苺 ¥400 ジャパンプレミアムあまおう苺にカラースプレーチョコのトッピングサービス

関西 中国自動車道 西宮名塩SA（下り線） 一番摘み抹茶ソフト ¥350
ショッピングコーナーで1,000円以上お買上げのお客様に一番摘み抹茶ソフト50円割引券を
配布

関西 中国自動車道 加西SA（上り線） もちむぎソフト ¥350 もちむぎソフトを50円引きで販売

関西 中国自動車道 加西SA（下り線） ゴールデンベリーソフト ¥360 ゴールデンベリーソフトを20％増量＋ラスクをトッピング

関西 中国自動車道 安富PA（上り線） ゆずソフトクリーム ¥300 ゆずソフトクリーム購入でゆずあめプレゼント

関西 中国自動車道 安富PA（下り線） ゆずソフトクリーム ¥300 ゆずソフトクリーム購入でゆずあめプレゼント

関西 山陽自動車道 三木SA（上り線） 六甲山牧場神戸チーズ入りソフトクリーム ¥400 六甲山牧場神戸チーズ入りソフトを50円引きで販売（400円→350円）

関西 山陽自動車道 三木SA（下り線） ピスタチオソフトクリーム ¥600 レストランご利用のお客様にピスタチオソフトの50円割引券を配布

関西 山陽自動車道 権現湖PA（上り線） 赤穂やき塩あんこソフト ¥350 赤穂やき塩あんこソフト

関西 山陽自動車道 権現湖PA（下り線） バニラソフトアイス ¥260 バニラソフトアイス

関西 山陽自動車道 龍野西SA（上り線） 塩味あんこソフト ¥400 塩味あんこソフトのあんこ増量(ダブル)

関西 山陽自動車道 龍野西SA（下り線） UCCミルクコーヒーソフト ¥310 UCCミルクコーヒーソフトを30円引きで販売（310円→280円）

関西 第二神明道路 明石SA（上り線） あまおうソフト ¥350 フードコートでお食事のお客様に あまおうソフトの50円割引券を配布

関西 第二神明道路 明石SA（下り線） ミルキーソフト ¥320 レストランでお食事のお客様にミルキーソフトの50円割引券を配布

中国・四国 中国自動車道 上月PA（上り線） ひまわりソフトクリーム ¥330 ひまわりソフトクリームを20％増量

中国・四国 中国自動車道 上月PA（下り線） ひまわりソフトクリーム ¥330 ひまわりソフトクリームを20％、トッピングのひまわりの種を50％増量

中国・四国 中国自動車道 勝央SA（上り線） 黒豆ソフト ¥400 黒豆ソフトクリームにトッポ1本トッピング

中国・四国 中国自動車道 勝央SA（下り線） ジャージー牛乳ソフト ¥330 ソフトクリーム3個お買上げで、売店で使える100円割引券をプレゼント

中国・四国 中国自動車道 真庭PA（上り線） きよみどりソフト ¥330 きよみどりソフトを20％増量

中国・四国 中国自動車道 真庭PA（下り線） 醍醐桜ジャージー牛乳ソフトクリーム　　 ¥380 醍醐桜ジャージー牛乳ソフトクリームを20％増量

中国・四国 中国自動車道 大佐SA（上り線） クレミアソフト ¥540 クレミアソフトを40円引き（540円→500円）

中国・四国 中国自動車道 大佐SA（下り線） クレミアソフト ¥540 クレミアソフトを40円引き（540円→500円）

中国・四国 中国自動車道 七塚原SA（上り線） どらソフト ¥480 レストランで食事をされた方に「どらソフト」１００円・その他ソフト５０円割引券をプレゼント

中国・四国 中国自動車道 七塚原SA（下り線） ソフトクリーム（バニラ） ¥320 ソフトクリーム（バニラ）にラングドシャのトッピング

中国・四国 中国自動車道 本郷PA（上り線） ソフトアイス ¥300 ソフトアイスを20円引き（300円→280円）

中国・四国 中国自動車道 本郷PA（下り線） ソフトアイス ¥300 ソフトアイスを20円引き（300円→280円）

中国・四国 中国自動車道 安佐SA（上り線） バニラソフト ¥350 レストランで食事をされた方に50円割引券をプレゼント(特設コーナー全ソフト対象)

中国・四国 中国自動車道 安佐SA（下り線） お好み焼ソフト ¥400 レストランで食事をされた方に50円割引券をプレゼント(特設コーナー全ソフト対象)

中国・四国 中国自動車道 吉和SA（上り線） ソフトアイスバニラ ¥290 バニラソフトにポッキー1本トッピング

中国・四国 中国自動車道 吉和SA（下り線） ソフトアイスバニラ ¥290 バニラソフトにポッキー1本トッピング

中国・四国 中国自動車道 鹿野SA（上り線） ソフトクリーム ¥300 「サブレケーキ」と「おみくじ」とセットで237円引き（637円→400円）

中国・四国 中国自動車道 鹿野SA（下り線） ソフトクリーム ¥300 「サブレケーキ」と「おみくじ」とセットで237円引き（637円→400円）

中国・四国 中国自動車道 美東SA（上り線） ブルーベリーワッフルセット ¥550
20％増量
（対象：ブルーベリーワッフルセット夏みかんワッフルセット・山口はちみつワッフルセット）

ショッピングで2,000円お買上ごとに、ソフトクリーム50円割引券をプレゼント。

小野茶白玉あんソフトに小野茶せんべいのトッピング

中国・四国 山陽自動車道 吉備SA（上り線） 清水白桃ソフトクリーム ¥530 清水白桃ソフトクリームを50円引き（530円→480円）

中国・四国 山陽自動車道 吉備SA（下り線） 清水白桃ソフト ¥400 清水白桃ソフトを20％増量

中国・四国 山陽自動車道 福山SA（上り線） クレミアソフト ¥540 クレミアソフトにポッキー１本トッピング

中国・四国 山陽自動車道 福山SA（下り線） ばらソフト ¥350 ばらソフトのトッピング（チョコスプレーまたはナッツ）を20円引き（50円→30円）

『西日本の高速道路イチ押しソフト食べつくしキャンペーン』特典内容一覧表

美東SA（下り線）中国自動車道中国・四国 小野茶白玉あんソフト ¥480



地域名 道路名 エリア名 イチ押しソフトクリーム商品名 価格（税込） 特典内容

『西日本の高速道路イチ押しソフト食べつくしキャンペーン』特典内容一覧表

中国・四国 山陽自動車道 小谷SA（上り線） ソフト＆ジェラード ¥450 コーヒーとセットで90円引き（790円→700円）

中国・四国 山陽自動車道 小谷SA（下り線） 生乳ソフト ¥350
レストランでお食事をされたお客様に特設販売コーナーのソフトクリーム・ジェラード50円割引
券をプレゼント
（当日限り、特設販売コーナー終了１時間前まで）

中国・四国 山陽自動車道 宮島SA（上り線） 甘栗ソフト ¥450 甘栗トッピングを1粒増量（2粒→3粒）

中国・四国 山陽自動車道 宮島SA（下り線） もみじまんじゅうソフト ¥400 もみじまんじゅうソフトに杓子せんべいを1枚トッピング

中国・四国 山陽自動車道 下松SA（上り線） がんね栗ソフト ¥420 がんね栗ソフトに小倉餡のトッピング

中国・四国 山陽自動車道 下松SA（下り線） バニラソフト ¥330 バニラソフトに、まごころ団子を1個トッピング。

中国・四国 山陽自動車道 佐波川SA（上り線）
海鮮専門店

一番摘み抹茶ソフト ¥350 全ソフトクリームにクッキークランチかけ放題

中国・四国 米子自動車道 蒜山高原SA（上り線） すなばソフト ¥400 レストランで食事をされた方にすなばソフト50円割引券をプレゼント

中国・四国 米子自動車道 蒜山高原SA（下り線） メガジャージーソフトクリーム ¥700
大人気の「ジャージーソフトクリーム」のメガサイズを限定発売！
ジャージーソフトクリーム（380円）の２倍のボリュームを700円で販売

中国・四国 米子自動車道 大山PA（上り線） 大山ソフトクリーム ¥350 大山ソフトクリームにポッキーをトッピング

中国・四国 浜田自動車道 寒曳山PA（上り線） 月もみじソフトアイス ¥350 月もみじソフトアイスを５０円引きで販売（税込350円⇒300円）

中国・四国 高松自動車道 豊浜ＳＡ（上り線） うしおじさんのバニラソフト ¥320
ショッピング・レストランをご利用のお客様にうしおじさんのバニラソフト50円割引券をプレゼン
ト

中国・四国 高松自動車道 豊浜ＳＡ（下り線） 一番茶ソフト ¥360 一番茶ソフトを20％増量

中国・四国 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（上り線） 極みソフト ¥400 極みソフトに「チョコレート」をトッピング

中国・四国 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下り線） ミックスソフト（柑橘・バニラ） ¥380 ミックスソフト（柑橘・バニラ）に「ポッキー」をトッピング

中国・四国 松山自動車道 伊予灘ＳＡ（上り線） 季節のソフトクリーム ¥330 季節のソフトクリームに「ポッキー」をトッピング

中国・四国 松山自動車道 伊予灘ＳＡ（下り線） 伊予柑風味ソフトクリーム ¥330 伊予柑風味ソフトクリームに「カラースプレー（チョコレート）」をトッピング

中国・四国 高知自動車道 南国ＳＡ（上り線） ごっくんソフト ¥350 ごっくんソフトを20円引き（350円→330円）

中国・四国 高知自動車道 南国ＳＡ（下り線） アイスクリン ¥300 アイスクリンを20円引き（300円→280円）

中国・四国 徳島自動車道 上板ＳＡ（上り線） 鳴門金時ソフト ¥370 スナックコーナーでお食事のお客さまに「鳴門金時ソフト」50円割引クーポンを配布

中国・四国 徳島自動車道 上板ＳＡ（下り線） 鳴門金時ソフト ¥370 スナックコーナーでお食事のお客さまに「鳴門金時ソフト」50円割引クーポンを配布

中国・四国 徳島自動車道 吉野川ＳＡ（上り線） ソフトアイス（メロン） ¥320 ソフトアイス（メロン）に「ポッキー」をトッピング

九州 関門自動車道 壇之浦PA（下り線） あまおうソフト ¥380 あまおうソフトクリームを５０円引きで販売

九州 九州自動車道 古賀SA（上り線） クレミアソフト ¥500 クレミアソフトを５０円引きで販売

九州 九州自動車道 古賀SA（下り線） クレミアソースかけ（チョコ） ¥580 クレミアソースかけ（チョコ）　50円引きで販売

九州 九州自動車道 広川SA（上り線） 広川オリジナル八女茶ソフト ¥420 ショッピングコーナーで2000円以上ご利用のお客様に、ソフトクリーム20円割引券を配布

九州 九州自動車道 広川SA（下り線） 黒蜜きなこソフト ¥420 黒蜜きなこソフトを10%増量で販売

九州 九州自動車道 北熊本SA（上り線） ジャージー牛乳ソフト ¥380 ジャージー牛乳ソフト50円引きで販売

九州 九州自動車道 北熊本SA（下り線） 阿蘇小国ジャージーソフトクリーム ¥310 フルーツソースをかけ放題

九州 九州自動車道 緑川PA（下り線） さくら餅ソフト ¥300
特設販売でソフトクリーム1個を含め700円以上お買上げのお客様にいきなり団子を1個プレ
ゼント

九州 九州自動車道 宮原SA（上り線） ジャージーソフトクリーム ¥310 ご希望のお客様へ「フルーツソース」のトッピングサービス

九州 九州自動車道 宮原SA（下り線） クレミアソフト ¥500 「まる味屋珈琲　珈琲牛乳の素」のトッピングサービス

九州 九州自動車道 溝辺PA（上り線） 知覧茶ソフト ¥350 知覧茶ソフトを20円引きで販売

九州 九州自動車道 桜島SA（上り線） 安納芋ソフト ¥350 安納芋ソフトクリームを１０％増量で販売

九州 九州自動車道 桜島SA（下り線） 安納芋ソフト ¥350 安納芋ソフトクリームを１０％増量で販売

九州 長崎自動車道 金立SA（上り線） 嬉野茶入り抹茶ソフト ¥330 嬉野茶入り抹茶ソフトクリームを50円引きで販売

九州 長崎自動車道 金立SA（下り線） メロンパンソフト ¥420 メロンパンソフトを50円引きで販売

九州 長崎自動車道 川登SA（上り線） かすてらソフト　　バニラ ¥450 かすてらソフト　バニラを50円引きで販売

九州 長崎自動車道 川登SA（下り線） サンレイオレンジソフト ¥380 該当商品お買上げで　ショッピングコーナーで使える50円割引券を配布

九州 大分自動車道 山田SA（上り線） 日田梨ソフト ¥400 日田梨ソフト購入のお客様に次回使用できる50円クーポンを配布。

九州 大分自動車道 山田SA（下り線） クレミアソフト ¥500 クレミアソフトを５０円引きで販売

九州 大分自動車道 別府湾SA（下り線） ティラミスソフト ¥350 ティラミスソフトをお買い上げのお客様はホットコーヒーを50円引きで販売。

九州 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（上り線） 不知火ソフト ¥350 トッピング無料提供　ソース・ナッツ等　お客様でお好きなだけ

九州 宮崎自動車道 霧島SA（下り線） ソフトクリームサンデー ¥400 ソフトクリームサンデーご購入のお客様にトッピング無料サービス

九州 宮崎自動車道 山之口ＳＡ（上り線） マンゴーざんまいソフト ¥380 マンゴーざんまいソフトを50円引きで販売

九州 宮崎自動車道 山之口ＳＡ（下り線） マンゴーざんまいソフト ¥380 マンゴーざんまいソフトを50円引きで販売

九州 沖縄自動車道 伊芸SA（上り線） マンゴーソフト ワッフルコーン ¥370 カラースプレーチョコのトッピングサービス

九州 沖縄自動車道 伊芸SA（下り線） チョコソフト　ワッフルコーン ¥370 カラースプレーチョコのトッピングサービス

九州 沖縄自動車道 中城PA（上り線） チョコソフト　ワッフルコーン ¥370 カラースプレーチョコのトッピングサービス

九州 沖縄自動車道 中城PA（下り線） 紅芋ソフト　ワッフルコーン ¥370 カラースプレーチョコのトッピングサービス


