
プレミアムフライデー店舗独自サービス一覧（2017年5月）
道路 エリア コーナー 実施時間 内容

名神高速道路 大津ＳＡ(下) カフェ「チャオプレッソ」 7:00～20:00 プレミアムフライデーロゴのラテアートを施したカプチーノを限定販売

ショッピング 8:00～20:00

「プレミアムフライデーコーナー」～月末の金曜日のディナーは当社のオリジナル商品でちょっとリッチに
プレミアムセットを4アイテム販売
　セットＡ（2点入）:ブルーベリージャム・飲む果実酢1880円相当⇒1600円
セットＢ（3点入）:鹿肉赤ワイン煮・ドレッシング（蒜山大根・人参）2240円相当⇒1880円
　セットＣ（4点入）:ブルーベリージャム・飲む果実酢・ドレッシング（蒜山大根・人参）3040円相当⇒2580円
　セットＤ（2点入）:フルーツコンサーブ（清水白桃・ピオーネ）4000円相当⇒3400円
　完熟プレミアムネクター500ｍｌ　3000円商品の販売

フードコート 8:00～20:00
プレミアムなご馳走として鉄板焼メニュー（牛ハラミ・牛タン鉄板焼、各1300円）をお召し上がりの方にミニソフトクリー
ムを食後に無料で提供

ショップ 8:00～20:00

「プレミアムフライデーコーナー」～月末の金曜日のディナーは当社のオリジナル商品でちょっとリッチに
●プレミアムセットを3アイテム販売
　セットＡ（2点入）:蒜山大根ドレッシング・人参ドレッシング1,160円相当⇒985円
セットＢ（4点入）:鹿肉赤ワイン煮2個・ブルーベリージャム2個3,820円相当⇒3,245円
　セットＣ（2点入）:フルーツコンサーブ(大)4,000円相当⇒3400円
●プレミアムなお土産の販売。
　白桃ネクター1本　3,000円の販売。

フードコート 8:00～20:00
プレミアムなご馳走として、牛ハラミ定食1,300円・激盛り唐揚げ定食1,000円を注文されたお客さまにミニソフトクリーム
をサービス

ショップ 10:00～21:00
お買いあげ3000円以上のお客様にプレゼントサービス 5月は、お茶ペットボトルサービス 毎月プレゼント変更もござい
ます。

フードコート 10:00～21:00 「ホルモンうどん（740円）」・「ホルモンうどん定食（930円）」に「ミニカップソフト（バニラ）」をプレゼント。

レストラン 10:00～21:00 レストラン春メニュー「さくら御膳」お食事のお客様フリードリンクのサービス

レストラン 10:00～21:00 春野菜の天婦羅とたけのこご飯をお召し上がりのお客様に売店で使える100円引き券(当日有効)進呈

フードコート 10:00～24:00 やきとり丼をお召し上がりのお客さまにカウンターコーヒー無料券進呈（当日有効）

ショップ 10:00～22:00 生バームクーヘンをお買い上げのお客さまにスナックのカップソフト引換券進呈（当日有効）

ショップ 8:00～20:00

「プレミアムフライデーコーナー」設置
＊セットＡ（2点入）:ドレッシング（蒜山大根・人参）1160円相当⇒985円
＊セットＢ（3点入）:飲む酢（清水白桃・ピオーネ・マスカット）3240円相当⇒2750円
＊セットＣ（4点入）:ブルーベリージャム2個・鹿肉ワイン煮込み2個 3820円相当⇒3245円

フードコート 8:00～20:00
プレミアムフライデーおすすめメニュー「でか盛とんかつ定食」（980円）をご注文のお客さまにキヨミドリソフト（ハー
フ）をプレゼント

ショップ 8:00～20:00

「プレミアムフライデーコーナー」設置
＊セットＡ（2点入）:ドレッシング（蒜山大根・人参）1160円相当⇒985円
＊セットＢ（3点入）:飲む酢（清水白桃・ピオーネ・マスカット）3240円相当⇒2750円
＊セットＣ（4点入）:ブルーベリージャム2個・鹿肉ワイン煮込み2個 3820円相当⇒3245円

フードコート 8:00～20:00
プレミアムフライデー特別メニュー「ビーフステーキ定食」（1300円）をご注文のお客さまに醍醐桜ジャージーソフト
（ハーフ）をプレゼント

中国自動車道 大佐ＳＡ(上) レストラン 10:00～20:00 「千屋牛ビーフカツ膳」（1,850円）ご注文のお客様にコーヒーフロートのサービス

中国自動車道 大佐ＳＡ(下) レストラン 10:00～20:00 大佐御膳をご注文のお客様に、アフターコーヒーとデザートをサービス

中国自動車道 七塚原ＳＡ(上) ショッピング 7:00～22:00 ソフトクリーム全種類とカウンターコーヒー全種類を50円割引で販売

中国自動車道 七塚原ＳＡ(下) ショッピング 7:00～22:00
「庄原りんご」、「庄原柚子」、「庄原産えごまと有機抹茶」のバターケーキ３種セット通常2,100円のところ、特別価格
2,000円にて販売

中国自動車道 本郷ＰＡ(上) スナック 8:00～19:00 「中華セット（950円）」をご注文のお客さまにコーヒー無料券のプレゼント

中国自動車道 本郷ＰＡ(下) スナック 8:00～19:00 「中華セット（950円）」をご注文のお客さまにコーヒー無料券のプレゼント

ショッピング 15:00～22:00 2000円以上お買上げのお客さまにレストランで使用できるコーヒー無料券の配布

レストラン 15:00～22:00 「ノンアルコールビール」　通常350円のところ、特別価格320円にて販売

スナック 15:00～21:00 クレミアソフト増量サービス

ショッピング 15:00～22:00 2000円以上お買上げのお客さまにレストランで使用できるコーヒー無料券の配布

レストラン 15:00～22:00 「ノンアルコールワイン」　通常750円のところ、特別価格375円にて販売

スナック 15:00～21:00 クレミアソフト増量サービス

中国自動車道 吉和ＳＡ(上) ショッピング 8:00～20:00
カウンターコーヒーの「ホットコーヒーＬサイズ」と「アイスコーヒー」　通常価格230円のところ、特別価格180円にて販
売

中国自動車道 吉和ＳＡ(下) ショッピング 8:00～20:00
カウンターコーヒーの「ホットコーヒーＬサイズ」と「アイスコーヒー」　通常価格230円のところ、特別価格180円にて販
売

中国自動車道 上月ＰＡ(上)

中国自動車道 上月ＰＡ(下)

中国自動車道 勝央ＳＡ(下)

中国自動車道 勝央ＳＡ(上)

中国自動車道 真庭ＰＡ(上)

中国自動車道 真庭ＰＡ(下)

中国自動車道 安佐ＳＡ(上)

中国自動車道 安佐ＳＡ(下)



中国自動車道 鹿野ＳＡ(上) ショッピング 8:00～20:00 カウンターコーヒー全種類を50円割引で販売

中国自動車道 鹿野ＳＡ(下) ショッピング 8:00～20:00 カウンターコーヒー全種類を50円割引で販売

ショッピング 10:00～22:00
プレミアムフライデーコーナーの設置
匠の爪切りなどちょっと贅沢な一品を販売 対象商品をご購入いただいたお客さまに粗品のプレゼント

テイクアウト 10:00～17:00
・ソフトクリーム増量サービス
・対象メニューお買上げでコーヒー券のサービス

フードコート 15:00～22:00 対象のメニュー（1品）をご注文いただいたお客さまにコーヒー券のサービス

ショッピング 14:00～22:00 「美東ちゃんぽん（お土産用）」をお買上げのお客さまに、キーズカフェで使える「珈琲無料券」を進呈

特設販売 9:00～17:00 1000円以上お買上げのお客さまにキーズカフェで使える「珈琲無料券」を進呈

山陽自動車道 三木ＳＡ(下) レストラン 15:00～19:00 「但馬牛の一口ステーキ（3,500円）」を半額で提供

山陽自動車道 吉備ＳＡ(上) ショップ ０:00～２４:00 三社丸（７個入り＠１３００）購入の方に、売店レジ横カウンターコーヒーサービス。

レストラン 10:00～21:00 「牛ロースステーキ（通常1980円）」を100円引き1880円で販売

フードコート 14:00～21:00 和牛焼肉丼（980円）を購入していただいたお客さまにミニソフトプレゼント

ショッピング 10:00～21:00

「プレミアムフライデーコーナー」～月末の金曜日のディナーは当社のオリジナル商品でちょっとリッチに
プレミアムセットを5アイテム販売
　セットＡ:大根ドレッシング・人参ドレッシング　1160　⇒　1120
　セットB:「岡山晴れどら」「天使とキッス」セット　2295　⇒　2000
　セットC:コンサーブ2種詰合せ　4000　⇒　3865
　セットD:宮本オレンジガーデンの飲むジュレ3種　1310　⇒　1205

ジェラート 11:00～18:00 全品50円引き

特設販売 10:00～18:00 からあげ・コロッケのいずれか購入でノンアルコールビール通常250円を100円引き150円で販売

山陽自動車道 福山ＳＡ(上) フードコート 15:00～21:00
夢二コーナー1,000円以上ご注文のお客様　　アフターコーヒーサービス。　お勧めメニュー【サワラと鯛ちくわのサン
ド】通常価格750円　100円引き

レストラン 7:00～22:00 全てのメニュー　アフターコーヒー100円での提供　プレミアムフライデー限定サーロインステーキセット（1980円）販売

ショップ 7:00～20:00 ベーカリー／プレミアムフライデー限定商品2種（ミニチョコチップ、チョコクロッカン）の販売（数量限定）

カフェ 7:00～19:00 ソフトクリームのトッピングサービス

山陽自動車道 小谷ＳＡ(下) ショッピング 13:00～22:00 プレミアムフライデー対象商品として熊野化粧筆を全品10％割引き

ショッピング 0:00～24:00

◆プレミアムフライデーコーナーの設置
～「普段はちょっと・・・」とご購入を控えてらっしゃるお客様、この機会に是非、お買い求めくださいませ～
①地元広島のトマトを使用した「プレミアム・トマトジュース500ｍｌ」1本、通常2200円→1700円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化粧箱入り3本、通常6800円→5300円
②話題の薔薇サイダー「スパークリング・ローズ」1本、通常648円→500円、2本入1296円→1000円
③ご飯がすすむ「珍味処なかむら　かきうに」1個、通常2160円→1700円
④一生ものです！「晃祐堂　熊野筆　アネモネ」通常15940円→12700円
⑤もみじ饅頭、レモンだけじゃない！広島針も有名です「エティモロゼ」通常13392円→10700円
⑥お好み焼、食べるときも、こだわりのマイヘラ「お好み焼　マイヘラ」通常1944円→1500円
⑦「いいもの」使っていただきたい「宮島土産　檜杓子箸セット」通常1512円→1200円

スナック 12:00～22:00
唐揚げ定食、しらす丼をご注文のお客さまに、ショッピングコーナーで販売のカップ珈琲の無料サービスチケットを進呈（1
食につき一枚）

山陽自動車道 宮島ＳＡ(下) ショッピング 15:00～22:00
「アイモネ赤軸５本Ｉセット」　通常価格15,940円のところ特別価格13,600円にて販売
「ロハス4本セット」　　　　　　通常価格15,228円のところ特別価格13,000円にて販売
父の日のプレゼント　　「ｶｰﾌﾟネクタイ4,800円」をお買上げいただいたお客様に、カープドリンク123円を3本プレゼント

ショッピング 14:00～22:00 「とくじこめたまごバウムクーヘン（1620円）」をお買い上げのお客さまにコーヒー無料券をプレゼント

レストラン 11:00～21:00 「ノンアルコールビール（300円）」を100円割引で販売

特設販売 14:00～18:00 1000円以上お買い上げのお客さまにコーヒー無料券をプレゼント

ショッピング 10:00～22:00

【1】プレミアム感のある人気の商品をプレミアムフライデーコーナーとして展開
　　・Jam'sＧａｒｄｅｎ詰合せ3Pセット
　　・木の実っくすアソート
　　・くるまきドレッシング（下松産ブルーベリー使用）
【2】プレミアムフライデーコーナーの対象商品を割引販売(1割引)
    ・Jam'sＧａｒｄｅｎ詰合せ3Pセット
　　・木の実っくすアソート
　　・くるまきドレッシング（下松産ブルーベリー使用）

特設販売 10:00～17:00
【お好み鯉焼きコーナー】
「お好み鯉焼き」・「クロワッサン鯉焼き」どちらでも5個(1500円分)ご注文毎に、売店カウンターコーヒーホットMサイ
ズ無料券のプレゼント

山陽自動車道 吉備ＳＡ(下)

山陽自動車道 福山ＳＡ(下)

中国自動車道 美東ＳＡ(上)

中国自動車道 美東ＳＡ(下)

山陽自動車道 宮島ＳＡ(上)

山陽自動車道 下松ＳＡ(上)

山陽自動車道 下松ＳＡ(下)



山陽自動車道 佐波川ＳＡ(上) 海鮮専門店 15:00～20:00
各種まぐろ丼のまぐろ増量サービス
「まぐろ丼（1130円）」 通常５枚のところ７枚に増量 「ミニまぐろ丼（740円）」 通常３枚のところ４枚に増量

米子自動車道 蒜山高原ＳＡ(上) レストラン 11:00～21:00 お食事をされたお客様にすなばソフト５０円割引

米子自動車道 蒜山高原ＳＡ(下) ショップ 7:00～22:00 淹れたてホットコーヒー・アイスコーヒー30円引き

浜田自動車道 寒曳山ＰＡ(上) スナック 14:00～18:00 チキンカツ定食（850円）をご注文のお客さまにコーヒー無料券のプレゼント

ショップ 9:00～22:00 伯方の塩 純生大福 8個入り（1,400円）をお買い上げのお客さまに伯方の塩 純生大福１個プレゼント

ショップ 9:00～22:00 せんじ肉（全5種、515円）を２個以上お買い上げで、１個につき５０円の割引販売

特設販売 10:00～18:00 じゃこ天（160円）を５枚以上お買い上げのお客さまに、じゃこ天１枚サービス

高松自動車道 豊浜ＳＡ（下） ショップ 10:00～22:00
香川県の伝統工芸品「川口漆器」（3,240円～21,600円）を全商品10％ＯＦＦで販売！プレミアムな質感の漆器で、少し贅
沢なお食事を楽しみませんか？

ショッピング 9:00～22:00
石鎚山ＳＡ上り線自慢のプレミアムな商品でＧＷをスタートしませんか？「ナダオレンジジュース」（2,160円）「清見オ
レンジジュース」（2,160円）「きわみ780ml」（1,296円）など、贅沢な商品を揃えてお待ちしております！

フードコート（せんざんき屋） 10:00～19:00
「せんざんき(8個入り)」、「みかん風味せんざんき(8個入り)」をお買い上げのお客さまにせんざんきを1個増量サービスし
ます！

フードコート 10:00～22:00
・「焼豚玉子飯」（700円）、「三元豚カツ丼」（750円）ご注文のお客様に「味噌汁」サービス
・「三元豚おろしカツ定食」（800円）、「鶏から揚げ定食」（750円）ご注文のお客様に「ホットコーヒー」サービス

ショップ 9:00～22:00 「伯方の塩純生大福8個入り」（1,400円）お買い上げのお客さまに「伯方の塩純生大福1個」プレゼント

フードコート 7:00～22:00 「ソフトクリーム」各種に「ポッキー」のトッピング

ショップ 7:00～22:00
店内のＳＮＳパネル・フォトプロップスを使って写真を撮影しＳＮＳに投稿されたお客さまのうち、税込500円以上お買い
もののお客さまへ「お楽しみ（お菓子等）」をプレゼント

フードコート 7:00～22:00 「ソフトクリーム」各種に「カラースプレー（チョコレート）」のトッピング

ショップ 7:00～22:00
店内のＳＮＳパネル・フォトプロップスを使って写真を撮影しＳＮＳに投稿されたお客さまのうち、税込500円以上お買い
もののお客さまへ「お楽しみ（お菓子等）」をプレゼント

高知自動車道 南国ＳＡ（上） レストラン 10:00～22:00 ３種の唐揚げ（通常600円）を50円割引の550円で販売

徳島自動車道 上板ＳＡ（上） フードコート 15:00～21:00 「すだち鶏パリパリ揚げ定食」（980円）の唐揚げを1個増量

徳島自動車道 上板ＳＡ（下） フードコート 15:00～21:00 「すだち鶏パリパリ揚げ定食」（980円）の唐揚げを1個増量

九州自動車道 古賀ＳＡ(上) ショップ 0:00～23:59 スナックコーナーで食事をした半券の提示でショッピングコーナー10％引き（※煙草、新聞、雑誌等一部商品は除く）

高松自動車道 豊浜ＳＡ（上）

松山自動車道 石鎚山ＳＡ（上）

松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下）

伊予灘ＳＡ（上）

伊予灘ＳＡは「EVERY PREMIUM FRIDAY」として、毎週金曜日に以下の特典を実施中！

松山自動車道 伊予灘ＳＡ（下）

伊予灘ＳＡは「EVERY PREMIUM FRIDAY」として、毎週金曜日に以下の特典を実施中！

松山自動車道


