
別紙
平成３０年度　夏のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。
道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 内容

真庭ＰＡ 上 8/11～19 屋外（テイクアウトコーナー） 岡山の桃祭り開催(地元野菜の販売等)

下 8/8～19 屋外（テイクアウトコーナー） ご当地コロッケセット販売　（3個で50円引、5個で100円引）

大佐ＳＡ 上 8/15 レストラン
キッズラーメンご注文のお子さまにジュースをプレゼント
※《先着50名様)

下 8/12 レストラン
キッズカレーご注文のお子さまにジュースをプレゼント
※《先着30名様》

勝央ＳＡ 上 8/11～16 屋外（テイクアウトコーナー） 津山ホルモンうどんの実演販売

下
①8/11～13
②8/11～13
③8/11～13

①レストラン
②レストラン
③スナックコーナー

①お子さまカレーをご注文頂いたお客さまに「ミニオンズ」のうちわをプレゼント※《なくなり次
第終了》
②デミカツ丼をご注文頂いたお客さまにうちわをプレゼント
※《なくなり次第終了》
③トッピングソフトをご注文頂いたお客さまにお菓子をプレゼント
※《なくなり次第終了》

上月ＰＡ 上
①8/4～19
②8/4～19

①屋外(テイクアウトコーナー)
②屋外(テイクアウトコーナー)

①お好きなコロッケ3個ご購入で50円引、5個で100円引
②岡山県産黒豚揚げギョーザ通常5個を1個増量

下
①8/4～21
②8/4～21

①屋外（テイクアウトコーナー）
②ショッピング・店外（テイクアウト
コーナー）

①岡山県産黒豚揚げギョーザ通常5個を1個増量
②ご当地コロッケセット販売　（3個で50円引、5個で100円引）

七塚原ＳＡ 上 8/10～15 屋外（テイクアウトコーナー） どらソフトをお買い上げのお客さまにトイレットペーパーをプレゼント。

下 8/11～15 ショッピングコーナー 1,000円以上お買い上げのお客さまにうちわプレゼント。※《各日先着40名様》

本郷ＰＡ 上 8/13～15 ショッピングコーナー ショッピングご利用のお子さまにお菓子のプレゼント。※《無くなり次第終了》

下 8/13～15 ショッピングコーナー ショッピングご利用のお子さまにお菓子のプレゼント。※《無くなり次第終了》

安佐ＳＡ 上 7/21～8/19 ショッピングコーナー 中国・四国地方のゼリーフェアを開催。

下 8/15 レストラン レストランをご利用のお子さまにお菓子のプレゼント。※《先着30名様》

美東ＳＡ 上 8/11 多目的スペース 特設販売ご利用のお客さまにウェットシートをプレゼント。※《先着200名様》

下
①8/11～15予定
②8/11～15予定
③8/11～15予定

①ショッピングコーナー
②ショッピングコーナー
③多目的スペース

①サイダーを5本お買い上げのお客さまにソフトクリーム50円割引券をプレゼント。
②雑貨を1,000円以上お買い上げのお客さまに花火をプレゼント。
③長州どりの山賊焼きや唐揚げなどの山口県産品を集めたフェアを開催。

王司ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※《先着60セット》

下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※《先着40セット》

瀬戸ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着56セット》

吉備ＳＡ 上 7/14～9月上旬 ショッピングコーナー
スタッフおすすめ「うまいもん展」開催
（白桃ピオーネカレー・淡路島たまねぎスープ他）

下

①7/14～8/31
②7/14～8/31
③7/14～8/31
④8/8～8/19

①屋外（テイクアウトコーナー）
②屋外（テイクアウトコーナー）
③屋外（テイクアウトコーナー）
④屋外（テイクアウトコーナー）

①大果物市の開催（岡山の桃・ぶどうを中心に地元産果物の販売）
②岡山デニムフェスタの開催
（岡山県倉敷を中心としたデニムやデニム雑貨販売）
③赤鬼グルメ横丁の開催
（黒毛和牛串・いのししフランク・ご当地コロッケ他販売）
④本場トルコのチキンケバブ＆ビーフケバブ実演販売

道口ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着42セット》

下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着116セット》

福山ＳＡ 上 8/12　14時～ 店内（正面入口スペース）
2,000円以上(税込)のお買い物で、綿菓子作りを無料体験
※《小学生以下を対象に先着50名様》

下 8/13～15 レストラン
お子様にキャラクターミニぬいぐるみ（ハローキティ等）をプレゼント
※《限定200個無くなり次第終了》

八幡ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー お菓子のつかみ取りの実施

下 8/11 ショッピングコーナー
お子様向けに「ステッカー」、「キーホルダー」等をプレゼント
※《先着30名》

高坂ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着60セット》

下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着24セット》

山陽道

中国道

1／2



別紙
平成３０年度　夏のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。
道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 内容

小谷ＳＡ 上 8/11 ショッピングコーナー 「宮島杓子」名前入れの実演販売を実施。

下 8/13～15 レストラン レストランをご利用のお子様におもちゃをプレゼント。※《3日間で先着100名様》

奥屋ＰＡ 下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着40セット》

沼田ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着70セット》

山陽道 宮島ＳＡ 上

①8/11～15
②8/11～15
③8/12～15
④8/12～15
（12時～17時）
⑤8/14～15

①レストラン
②レストラン
③スナックコーナー
④スナックコーナー
⑤スナックコーナー

①冷たい麦茶のサービス。
②交通安全祈願　眠気覚ましガムのプレゼント。
③ライスが付くメニュー全品に対し、ライス大盛無料サービス。
④ソフトクリーム増量サービス。
⑤はちみつレモンソフトに杓子せんべいのトッピングサービス。

下
①8/13～15
②8/16 15時～

①レストラン
②店舗無料休憩所前

①レストランをご利用の小学生以下のお子様に花火をプレゼント。※《先着120名様》
②ちびっこすいか割り大会を開催。（割ったすいかは、お客さまにプレゼント）

玖珂ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※《先着20セット》

下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※《先着82セット》

下松ＳＡ 上 8/15 レストラン レストランをご利用の小学生以下のお子様にバスのチョロＱをプレゼント。※《先着50名様》

下
①8/15　11時～
②8/13～15

①店舗前
②レストラン

①ちびっこすいか割り大会を開催（割ったすいかは、お客さまにプレゼント）
②レストランをご利用の小学生以下のお子様に花火をプレゼント。※《先着50名様》

米子道 蒜山高原ＳＡ 上 8/11～16 屋外（テイクアウトコーナー） 「山陰うまいもの市」開催

下
①8/4～5
②8/4～5
③8/11～12

①スナックコーナー
②スナックコーナー
③スナックコーナー

①ひるぜんバーガー周年祭を開催
　当店マスコットキャラクター　　「ひるぜんバーガー君」が登場
②バーガーを注文の方に「ひるぜんバーガー君ストラップ」をプレゼント。※《各日先着50名》
③蒜山の「お漬物バイキング」を実施※スナックで食事をされたお客様のみ

大山ＰＡ 上 8/11～12 スナックコーナー
カップコーヒー（アイス250円 or ホット200円）をお買い上げのお客さまに「どじょう掬いまん
じゅう1個」をプレゼント

浜田道 寒曳山ＰＡ 上 8/15 9時～ ショッピングコーナー 1,500円以上お買い上げのお客さまにお菓子のプレゼント。※《無くなり次第終了》

岡山道 高梁ＳＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※《先着30セット》

下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※《先着21セット》

広島道 久地ＰＡ 上 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※《先着15セット》

下 8/8～8/19 ショッピングコーナー
お得な夏得ギフトの販売（おすすめ商品の詰め合わせ2種）
※《先着25セット》
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