
平 成 29 年 12 月 27 日

西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

報 道 関 係 各 位 

年末年始のＳＡ・ＰＡは楽しくお得なサービスが盛りだくさん！ 
～お年玉プレゼント、ぜんざいの振る舞い、福袋も販売します～ 

  ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：石塚 由成）と西日本高速道路サービス・ホールディング

ス株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：片桐 悟）は、年末年始のサービスエリア・パーキングエリアにお

けるイベント、キャンペーンやお得なサービスを下記のとおり実施いたします。 

年末年始の帰省やご旅行の際には、わくわく、どきどき、お得なサービス満載のサービスエリア・パーキング

エリアでご休憩いただき、気分をリフレッシュさせて、安全運転で目的地まで走行いただきますよう、お願いい

たします。 

記 

１．開催期間  平成 29年 12 月下旬～平成 30年 1月上旬 

２．開催箇所  E１ 名神高速道路 黒丸ＰＡ（上り線） ほか 150 箇所 

３．実施内容  お年玉プレゼント、新春ぜんざいの振る舞い、福袋の販売、新春餅まき大会 など 

 （※）詳細は別紙①参照 

＜各地の主なイベント、キャンペーン、お得なサービスについて＞ 

１．【お年玉プレゼント】・・・E27 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（上り線） 

 日時：平成 29年 12月 30 日（土） 11 時～ 

 内容：ご来店いただいたお子さまにチョコレートをプレゼント 

     数に限りがあり、無くなり次第終了となります。 

西紀ＳＡ（上り線）ほか 96箇所の各エリアで「お年玉プレゼント」を 

実施します。（数に限りがあります） 

詳しくは別紙①をご覧ください 

２．【新春ぜんざいの振る舞い】・・・E42 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（下り線） 

日時：平成 30年 1月 1日（月・祝日） 10時～ 

内容：店舗前面にてご来店されたお客様に「ぜんざい」を 

その場で無料提供（先着 200 名） 

新春のお祝いとして紀ノ川ＳＡ（下り線）ほか 17 箇所の各エリアで

「ぜんざい」を振る舞います。（数に限りがあります） 

詳しくは別紙①をご覧ください。 

（昨年の実施状況） 

（昨年の実施状況） 



３．【福袋の販売】・・・E2 山陽自動車道 福山ＳＡ（上り線）  

日時：平成30年1月1日（月・祝日） 10時～ 売切れ次第終了 

内容：お土産品詰め合わせとお楽しみ商品をセットにしたお得な福   

袋（税込 2,500 円）を限定 100 セット販売。 

毎年好例の企画で常連のお客さまで賑わいます。 

福山ＳＡ（上り線）ほか 87 箇所の各エリアでお得な「福袋」を販売

します。（数に限りがあります） 

詳しくは別紙①をご覧ください。 

４．【新春餅まき大会】・・・E2 山陽自動車道 下松ＳＡ（下り線） 

 日時：平成 30年 1月 1日（月・祝日） 11 時～ 

 内容：店舗正面にて「餅まき大会」を開催 

 下松ＳＡ（下り線）ほか 1箇所のエリアで餅まき大会を実施します。 

 詳しくは別紙①をご覧ください。                                            

５．その他【ゆくガチャ くるガチャ（ガチャめし）の４日間限定開催】 

・・・E27 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（下り線） 

 日時：平成 29年 12月 29 日（金）～平成 30年 1月 1日（月・祝日） 

 内容：今年の８月に大好評であった第二弾企画！ 

フードコート内のガチャガチャに 500 円を入れて回しカプセルの中に 

入っている食券でメニューが決まります。 

     全 16種類の料理はすべて通常 500円以上で 

どのメニューが出てきてもお得です。 

     （提供時間 各日１０時～１４時） 

  この他にも様々な楽しいイベントを予定しております。詳しくは別紙①をご参照ください。 

福山 SA（上り線）は、一般道からご利用頂くことができます。 

メニュー例 

但馬牛ローストビーフ丼（2,500 円相当）

（８月の実施状況） 

下松 SA（下り線）は、一般道からご利用頂くことができます。 

（昨年の実施状況） 

（昨年の実施状況） 



（参考）年末年始に向けて開催中のイベント、キャンペーン 

 １．『冬を愉しもう 冬の絶品グルメフェア』開催中！ 

  （１）開催期間  平成 29年 12月 1日（金）～平成 30年 2月 28 日（水） 

  （２）開催箇所  ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ75箇所 

  （３）キャンペーン内容 

冬の旬な食材などを使用したそのエリアでしか食べられない各店舗自慢の冬メニューを販売中。 

詳しくは、下記をご覧ください。 

http://www.w-holdings.co.jp/news/archives/2017-2018fuyu-gourmet.html 

 ２．「モテナス 冬の期間限定メニュー」を販売！～NEXCO 西日本グループ 47店舗～ 

 （１）開催期間  平成 29年 12月 1日（金）～平成 30年 2月 28 日（水） 

 （２）開催箇所  ＮＥＸＣＯ西日本グループ ４７箇所 

 （３）キャンペーン内容 

    モテナス冬の期間限定メニュー「台湾ラーメン（ごはん付）」780 円（税込）

を販売いたします！ 

    醤油ベースのスープに唐辛子とチキンエキスを加えた、辛さと旨味のバラ

ンスが絶妙な至極の一杯に仕上げました。寒い冬にぴったりの体が温まる

ピリ辛ラーメンを、ぜひご賞味ください！！ 

詳しくは下記をご覧ください。 

https://w-holdings.co.jp/news/archives/-nexco47291212302.html 

三木ＳＡ（上り線） 

コラーゲンたっぷりトマトもつ鍋 1,480 円 

福山ＳＡ（下り線） 

牡蠣の土手鍋御膳 1,480円 

南国ＳＡ（上り線） 

土佐はちきん地鶏水炊き膳 1,480 円 

北熊本ＳＡ（下り線） 

あか牛と献上豆腐の牛すき鍋 1,480 円 

※価格は全て税込です。 



平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（関西地区） 別紙①

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。 平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

名神高速道路 黒丸ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

菩提寺ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

草津ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（西利京漬物詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品の詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

●

大津ＳＡ 上 1/1～3 １階　店内
（カフェスペース）

お年玉プレゼント アフォガート（ソフトクリームに熱々エスプレッソ）を50円割引

上 1/1～3 ２階　店外
（店舗前スペース）

お年玉プレゼント

2階ショッピングコーナーにて2,000円以上お買い上げのレシート
をご持参されたお客さまを対象にサイコロ大会を開催。『ぞろ目』
が出れば店内で販売の商品をプレゼント（ハズレでも参加賞をプ
レゼント）
※各日先着100名

下 1/1～3 1階　店内
（休憩所横スペース）

お年玉プレゼント
ご来店のお子さまにおもちゃをプレゼント
※各日先着100名

桂川ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売
※なくなり次第終了

吹田ＳＡ 上
1/1
9:00～

店外
（正面入口前スペース）

新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着100名、なくなり次第終了

1/1～ 店外
（正面入口前スペース）

福袋の販売
1回500円でガチャガチャを回すと、600円以上の商品が入った福
袋があたる「福袋ガチャ」
※なくなり次第終了

1/1～3 大阪王将 福袋の販売
1,000円福袋販売（2,780円相当）
※各日先着10名

下
1/1
8:30～

店外
（正面入口前スペース）

新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着100名、なくなり次第終了

西名阪自動車道 香芝ＳＡ 上 1/1 店内
（おくつろぎ処）

新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※なくなり次第終了

1/2～ 店外
（正面入口前スペース）

お年玉プレゼント
ご来店のお子さまにおもちゃをプレゼント
※なくなり次第終了

下
1/1
15:00～

東棟　店外
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着100名、なくなり次第終了

1/2～
西棟　店内
（百楽）

お年玉プレゼント
ご来店のお子さまにおもちゃをプレゼント
※なくなり次第終了

天理ＰＡ 上 12/31～ スナックコーナー お年玉プレゼント
「うどん」又は「そば」をご注文のお客さまに唐揚げを1個サービス
※なくなり次第終了

阪和自動車道 岸和田ＳＡ 上
1/1
①13:00～
②15:00～

店外
（レストラン側正面入口前）

新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※各先着200名、なくなり次第終了

●

1/2 レストラン お年玉プレゼント
1,000円以上ご注文のお子さま（未就学児）連れのお客さま対象
にガラガラ抽選会

●

下 1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売
※なくなり次第終了

●

1/1～3
15:00～

店外
新春ぜんざいの
振る舞い

新春ぜんざいの振る舞いサービス
※各日先着５０名

●

紀ノ川ＳＡ 上 1/1～3 レストラン お年玉プレゼント まぐろ丼をお食事されたお客さまにソフトドリンクを１杯サービス

下
1/1
10:00～

店外
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着200名、なくなり次第終了

舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ 上
12/30
11:00～

店外
（正面入口前スペース）

お年玉プレゼント
お子さま連れのお客さまにチョコレートをプレゼント
※なくなり次第終了

1/2～
ショッピングコーナー
特設販売台

福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

西紀ＳＡ 下 12/29～1/1 スナックコーナー その他

ガチャめし（ゆくガチャ　くるガチャ）
500円でガチャガチャをまわし、メニューが決まります。ハズレな
しの最大2,500円相当のメニュー（但馬牛ローストビーフ丼）が当
たります。

六人部ＰＡ 上 1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
ご来店のお客さまにキャンディをプレゼント
※なくなり次第終了

下 1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
ご来店のお客さまにキャンディをプレゼント
※なくなり次第終了

第二神明道路 名谷ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品2品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

明石ＳＡ 上 12/26～ ショッピング 福袋の販売
福袋の販売（当店人気商品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

12/28～ スナックコーナー お年玉プレゼント
ご来店のお子さまにお菓子をプレゼント
※なくなり次第終了

●

姫路バイパス 別所ＰＡ 上 1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
1,000円以上お買い上げされたお子さま連れのお客さまに妖怪
ウォッチメタルキーホルダーをプレゼント
※各日先着100名

下 1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
1,000円以上お買い上げされたお子さま連れのお客さまに妖怪
ウォッチメタルキーホルダーをプレゼント
※各日先着100名

中国自動車道
赤松ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売

お得な冬得ギフトの販売（本高砂屋の商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（本高砂屋の商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

1/1～1/2 コンビニ 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

社ＰＡ 下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ5品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

西宮名塩ＳＡ 上
1/2～3
15:00～

スナックコーナー
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※なくなり次第終了

1/2～
スナックコーナー
ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
ご来店のお子さまにお菓子をプレゼント
※なくなり次第終了

下 12/25～ ショッピングコーナー 福袋の販売
1,890円福袋を販売
（限定300個　珍味詰合せ　2,079円相当）

12/28～ レストラン お年玉プレゼント
キッズプレートご注文のお子さまにおもちゃをプレゼント
※なくなり次第終了

12/29～ レストラン お年玉プレゼント
ご来店されたお子さまにキャンディーをプレゼント
※なくなり次第終了

1/1 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
お買上げのお客さまに干支石鹸をプレゼント
※先着200名、なくなり次第終了

1/1～3 スナックコーナー お年玉プレゼント
ご来店のお客さまにキャンディーをプレゼント
※各日先着100名

1／7



平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（関西地区） 別紙①

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。 平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

中国自動車道
加西ＳＡ 上 12/16～1/10 ショッピングコーナー その他

鳥取・島根・出雲商品　約50品を集め物産展を開催
主な商品：松江　桂月堂／米子　吾左衛門鮓
              ／島根　天女の梨クーヘン

●

1/1
11:00～

店外
（正面入口前スペース）

その他
大根煮の振る舞いサービス
※なくなり次第終了

●

1/1 店外
（正面入口前スペース）

その他
みかん詰め放題（専用袋／1回500円）
※なくなり次第終了

●

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
ご利用のお客さまに干支石鹸をプレゼント
※各日先着50名

●

1/1～3 レストラン お年玉プレゼント
ご利用のお客さまにみかんをプレゼント
※各日先着100名

●

下
1/1
10:00～

店外
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着200名、なくなり次第終了

●

山陽自動車道 淡河ＰＡ 上 1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
1,000円以上お買い上げさらたお子さま連れのお客さまに妖怪
ウォッチメタルキーホルダーをプレゼント
※各日先着100名

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ5品の詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

白鳥ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

福石ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（岡山中華そばセット）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（岡山中華そばセット）
※なくなり次第終了

三木ＳＡ 上 1/1 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
商品お買い上げのお客さまにみかんを1個プレゼント
※なくなり次第終了

●

1/6
11:00～

店外
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざい・三木かしわめしの振る舞いサービス
※なくなり次第終了

●

下
1/1
11:00～

スナックコーナー
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※なくなり次第終了

●

1/1～ レストラン入口 お年玉プレゼント
ご来店のお客さまにみかんをプレゼント
※なくなり次第終了

●

龍野西ＳＡ 上 1/1～ レストラン お年玉プレゼント
対象メニューをオーダーされたお客さまに「祝賀きび団子」をプレ
ゼント
※先着100名、なくなり次第終了

●

下
1/1
10:00～

店外
（正面入口前スペース）

新春ぜんざいの
振る舞い

豚汁の振る舞いサービス
※先着200名、なくなり次第終了

●

1/2 全コーナー お年玉プレゼント
ご来店のお客さまに宝銭（5円）をプレゼント
※先着1,000名、なくなり次第終了

●

1/3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
1,000円以上お買い上げのお客さまに紅白饅頭をプレゼント
※先着200名、なくなり次第終了

●

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。

2／7



平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区） 別紙①

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。
平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

中国自動車道 真庭ＰＡ 上 12/28～1/8
ショッピングコーナー
店外（特設コーナー）

お年玉プレゼント
・お好きなコロッケ３個ご購入で50円引割引
・黒豚餃子1個増量サービス

下 12/28～1/8
ショッピングコーナー
店外（特設コーナー）

お年玉プレゼント
・お好きなコロッケ３個ご購入で50円引割引
・黒豚餃子1個増量サービス

大佐ＳＡ 上 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
3,000円福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定20個、なくなり次第終了

下 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
3,000円福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定20個、なくなり次第終了

勝央ＳＡ 下 1/1～1/2
レストランコーナー
スナックコーナー
ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
「まごころ言葉チョコ」のプレゼント
※各日先着120名

上月ＰＡ 上 12/28～1/8
ショッピングコーナー
店外（特設コーナー）

お年玉プレゼント
・お好きなコロッケ３個ご購入で50円引割引
・黒豚餃子1個増量サービス

下 12/28～1/8
ショッピングコーナー
店外（特設コーナー）

お年玉プレゼント
・お好きなコロッケ３個ご購入で50円引割引
・黒豚餃子1個増量サービス

七塚原ＳＡ 上 12/23～1/8
レストラン
ショッピング

お年玉プレゼント 新聞折り込みチラシのクーポンをご持参の方に割引 ●

下 ショッピング お年玉プレゼント
ボックスティッシュをプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

レストラン お年玉プレゼント
みかんプレゼント
※なくなり次第終了

本郷ＰＡ 上 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定10個、なくなり次第終了

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
干支の爪楊枝入れをプレゼント
※先着50名、なくなり次第終了

下 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
3,000円福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定１０個、なくなり次第終了

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
干支の爪楊枝入れをプレゼント
※先着50名、なくなり次第終了

安佐ＳＡ 上 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
5,000円福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定30個、なくなり次第終了

1/1～1/3 レストランコーナー お年玉プレゼント
干支の爪楊枝入れをプレゼント
※各日先着50名

下 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定30個、なくなり次第終了

1/1～ レストランコーナー お年玉プレゼント
ご注文頂いたお客さまに干支の爪楊枝立てをプレゼント
※先着50名、なくなり次第終了

鹿野ＳＡ

上 12/31,1/1

スナックコーナー お年玉プレゼント 年越しそば、年明けうどんサービス
12/31　そば類の全メニューを対象に、ご注文されたお客さまに
　　　　　おみくじ1枚プレゼント
1/1　うどん類の全メニューを対象に、ご注文されたお客さまに
　　　 おみくじ1枚プレゼント

●

1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
おみくじロード内にて「開運福袋」販売。
※限定10個、なくなり次第終了

●

下 12/31,1/1 スナックコーナー お年玉プレゼント

年越しそば、年明けうどんサービス
12/31　そば類の全メニューを対象に、ご注文されたお客さまに
　　　　　おみくじ1枚プレゼント
1/1　うどん類の全メニューを対象に、ご注文されたお客さまに
　　　 おみくじ1枚プレゼント

1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
おみくじロード内にて「開運福袋」販売。
※限定10個、なくなり次第終了

美東ＳＡ 上 1/1 多目的スペース お年玉プレゼント
粗品をプレゼント
※先着200名、なくなり次第終了

●

1/1～ 多目的スペース 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

下 1/1～1/3 ショッピング 福袋の販売
3,000円福袋の販売
（山口土産5,000円相当）
※なくなり次第終了

●

1/1～ ショッピング お年玉プレゼント
小学生以下のお子さまに粗品（キャラクターグッズ等）を
プレゼント
※先着30名、なくなり次第終了

●

王司ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

山陽自動車道 瀬戸ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（きびだんご詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～1/4
店外
（特設コーナー）

お年玉プレゼント
・お好きなコロッケ３個ご購入で50円割引
・黒豚餃子1個増量サービス

吉備ＳＡ 上 1/3 レストランコーナー お年玉プレゼント
紅白もちプレゼント
※先着200名、なくなり次第終了

●

下 12/23～1/9
店外
（特設コーナー）

その他 デニムアウトレット・地元のデニム雑貨の販売 ●

1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
6,000円福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定50袋、なくなり次第終了

●

1/2
店外
（特設コーナー）

その他 新春「餅つき」の実演販売 ●

道口ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（やまだ屋商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

福山ＳＡ 上
1/1
10：00～

店外
（特設コーナー）

福袋の販売
毎年恒例企画。2,500円お得な福袋の販売
（お土産品の詰め合わせとお楽しみ商品）
※限定100個、なくなり次第終了

●

下
1/1
9:00～

ショッピングコーナー 福袋の販売
毎年恒例企画。2,500円お得な福袋の販売
（お土産品の詰め合わせとお楽しみ商品）
※限定100個、なくなり次第終了

●

12/31
18：00～

スナックコーナー その他
年越しそば（500円）の販売
※限定100食、なくなり次第終了

●

八幡ＰＡ
上 12/28～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント

お子さま（小学生以下）に「キャンディつかみ取り」「ぬりえ」サー
ビス※先着30名、なくなり次第終了

下 12/29 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
お子さま（小学生以下）に「駄菓子」「おもちゃ」をプレゼント
※先着30名、なくなり次第終了

高坂ＰＡ
上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売

お得な冬得ギフトの販売（やまだ屋商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

1/1～
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平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区） 別紙①

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。
平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

山陽自動車道 小谷ＳＡ 上 11/25～2/28

レストラン
ベーカリーコーナー
テイクアウト
ショッピングコーナー

お年玉プレゼント

「ウィンターイルミネーション　メルヘン～旅の序章」開催
チラシ掲載クーポン持参の方に各コーナーで以下のプレゼント
レストラン：記念メニューをご注文でコーヒー1杯
ベーカリー：ﾐﾆﾃﾞﾆｯｼｭﾊｰﾄ1個
テイクアウト：お好み焼にﾈｷﾞﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ
ショッピング：2,000円以上お買い上げでジュース1本

●

1/1 ベーカリーコーナー 福袋の販売
お楽しみ袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定20袋、なくなり次第終了

●

1/1～7 ベーカリーコーナー その他

「石窯パン重量当てコンテスト」実施
石窯パンを持ち上げ重量を予想し専用用紙に必要事項記入し
投函
正解に一番近い重量を当てた方に素敵な商品をプレゼント
※正解者多数の場合は抽選

●

下 1/1～ レストランコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお子さまにおもちゃをプレゼント
※なくなり次第終了

●

1/1～ ベーカリーコーナー お年玉プレゼント
2,000円以上お買い上げのお客さまにお皿をプレゼント
※なくなり次第終了

●

1/1～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント
2,000円以上お買い上げのお客さまに粗品をプレゼント
※なくなり次第終了

●

1/1～ コンビニ お年玉プレゼント
ご利用のお客さまに飴をプレゼント
※なくなり次第終了

●

奥屋ＰＡ 下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ2品の詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

沼田ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（やまだ屋商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

宮島ＳＡ 上 1/1～ 特設販売 お年玉プレゼント
甘栗をお買上げのお客さまに「福種銭」をプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

●

1/1～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント
ご利用のお客さまに干支杓子をプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

●

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
ご利用のお客さまに干支杓子をプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

●

1/1～ レストラン お年玉プレゼント

ご利用のお客さまに招福鈴付干支のお守りをプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了
「招福鈴付干支のお守り」配布終了後は福々湯1包をプレゼント
※先着300名、なくなり次第終了

●

下 12/30～ スナックコーナー その他
「年越しそば」の販売
※限定240食、なくなり次第終了

●

1/1
10:00～

ショッピングコーナー お年玉プレゼント
ご利用のお客さまに入浴剤をプレゼント
※先着200名、なくなり次第終了

●

1/1～1/3
レストランコーナー お年玉プレゼント

お食事されたお客さまに干支しゃもじをプレゼント
※各日先着100名

●

玖珂ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（本多屋商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（やまだ屋商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下松ＳＡ
上 1/1 レストラン お年玉プレゼント

お食事されたお子さま（小学生以下）にサンデンバスのチョロＱ
をプレゼント
※先着50名、なくなり次第終了

●

下
1/1
10:00～

スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかんをプレゼン
※先着150名、なくなり次第終了

●

1/1
11:00～

店外
（店舗正面）

新春餅まき
餅まきを開催
※雨天時は店内にて配布プレゼント

●

1/1
10:00～

レストランコーナー お年玉プレゼント
お子様メニューを注文されたお子様にガチャガチャをプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

●

米子自動車道 蒜山高原ＳＡ 上
1/2
14：00～

ショッピングコーナー その他
銘菓「因幡の白うさぎ」への目付け体験
（銘菓「因幡の白うさぎ」の「うさぎの目」を食紅で描く体験）
※限定200個

下 1/1～3 スナックコーナー お年玉プレゼント お食事されたお客さまに「紅白なます」をサービス

大山ＰＡ 上 12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント カップコーヒー購入のお客さまに「どじょう掬い饅頭」をプレゼント ●

浜田自動車道 寒曳山ＰＡ 上 1/1
スナックコーナー
ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
ご利用されたお客さまに干支の爪楊枝立てをプレゼント
※先着50名、なくなり次第終了

●

1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定10個、なくなり次第終了

●

岡山自動車道 高梁ＳＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

広島自動車道 久地ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（四国地区） 別紙①

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。 平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

徳島自動車道上板ＳＡ 上 1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定40袋、なくなり次第終了

1/1～3 スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかん１個をプレゼント
※各日先着50名

1/1～3 レストラン お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかん１個をプレゼント
※各日先着50名

1/1～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント
ご来店のお子さまにポチ袋に入った硬貨型チョコをプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

下 12/29～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定50袋、なくなり次第終了

●

12/29～1/8 スナックコーナー お年玉プレゼント お食事されたお客さまにコーヒー割引券をプレゼント ●

1/1～1/3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
ご来店のお子さまに駄菓子をプレゼント
※各日先着20名

●

1/1～1/3 スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかん1個をプレゼント
※各日先着50名

●

1/1～1/3 キッズかふぇ お年玉プレゼント
お食事されたお子さまに駄菓子をプレゼント
※各日先着20名

●

吉野川SA 上 1/1～3 スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかんをプレゼント
※各日先着100名

1/1～
ショッピングコーナー
特設販売

お年玉プレゼント
ご利用のお客さまにキャンディーをプレゼント
※なくなり次第終了

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
ご利用のお子さまにガチャガチャのカプセルをプレゼント
※各日先着50名

1/1～3 特設販売 お年玉プレゼント 唐揚げ1個増量サービス
1/1～3 特設販売 お年玉プレゼント ソフトアイスにポッキーのトッピングをサービス

下 12/30～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定30袋、なくなり次第終了

●

高松自動車道府中湖PA 下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ3品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

12/28～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント
冬得ギフト購入で「かまど・灸まん5個入り」プレゼント
※なくなり次第終了

豊浜SA 上 12/25～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（今治タオルお楽しみセット）
※なくなり次第終了

●

1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（讃岐うどん、お土産菓子）
※うどん200セット、お土産菓子50セット
※なくなり次第終了

●

1/1～3 レストラン お年玉プレゼント
お食事されたお客さまに粗品プレゼント
※各日先着40名

●

1/1～3 エリア全体 その他 ゆるきゃら「みきゃん＆ダークみきゃん」が来店 ●

1/1～4 スナックコーナー お年玉プレゼント
おすすめメニュー「讃岐コーチン月見味噌漬丼＆煮込みうどん」をご
注文のお客さまにちくわ天をサービス
※各日9時から先着30名

●

1/1～5 店内入口 その他
かがみ餅重量あてクイズ
（クイズ正解者5名に賞品を後日発送、正解者多数の場合は抽選）

●

1/6～8 店外 その他
地域物産展
愛媛県東温市のゆるきゃら「いのとん」が来店

●

下 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
1,000円福袋の販売（銘菓商品を詰め合わせ1,300～1,500円相当）
※限定50袋、なくなり次第終了

●

1/1～ レストラン お年玉プレゼント
お食事されたお子さまにおもちゃをプレゼント
※限定350個、なくなり次第終了

●

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
2,000円以上お買い上げのお客さまに入浴剤をプレゼント
※各日先着100名

●

1/1～3 スナックコーナー お年玉プレゼント 和三盆ストロベリーソフトクリームの50円割引 ●

松山自動車道石鎚山ＳＡ 上 1/1 特設販売（味紀行） お年玉プレゼント
味紀行をご利用のお子様のお客さまにお菓子のつかみ取りサービス
※なくなり次第終了

1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

1/1～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント
2,000円以上お買い上げのお客さまに坊ちゃん団子1本をプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

1/1～ ジェラートコーナー お年玉プレゼント
ジェラートをお買い上げされたお子さま連れのお客さまにトッピング
サービス
※なくなり次第終了

下 12/29～1/3 レストラン お年玉プレゼント
お食事されたお客さまに蛇口から出るみかんジュースの体験・試飲
サービス
※各日先着150名

●

12/29～1/3
特設販売 お年玉プレゼント

ショッピングコーナーをご利用されたお客さまに特設で使用できる５０
円割引券をプレゼント（４００円以上で使用可能）

●

1/1 スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかんをプレゼント
※先着200名、なくなり次第終了

●

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
1,000円以上お買い上げされたお客さまに干支の箱テッシュをプレゼ
ント

●

伊予灘SA 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（土産セット）
※限定300袋、なくなり次第終了

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかんをプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（土産セット）
※限定120袋、なくなり次第終了

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
お食事されたお客さまにみかんをプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
2,000円以上お買い上げされたお客さまに伊予柑どら巻、栗タルト、
伊予柑タルトのいずれか1つをプレゼント
※各日先着50名

高知自動車道馬立ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（亀井製菓商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

立川ＰＡ 下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（亀井製菓商品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

南国SA
上

1/2
14:00～

店外 新春餅まき
新春餅まきを開催
※餅 450個、　お菓子 1,550個、　計 2,000個

●

1/1～2 ショッピングコーナー 福袋の販売
2,000円福袋の販売（銘菓商品を詰め合わせ4,000円相当）
※各日限定15セット

●

1/3
13:00～16:00

エリア全体 その他 テーブルマジック 開催 (13:00～16:00) ●

下 12/23～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（畑田本舗の商品詰め合わせセット）
※なくなり次第終了

●

12/23～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お子様向けスナック菓子詰め合わせセット）
※限定３０袋、なくなり次第終了

●

12/23～1/3 特設販売 お年玉プレゼント 「山たこ」のタコ増量サービス ●

1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定３０袋、なくなり次第終了

●

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（九州地区） 別紙①
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。 平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

九州自動車道 吉志ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

古賀ＳＡ 上 1/1
スナックコーナー
ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
元旦にご来店のお客さまに干支のキーホルダーをプレゼント
※先着２００名、なくなり次第終了

●

下 1/1 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
1,000円以上お買上げされたお客さまに干支にちなんだ粗品等を
プレゼント
※先着300名、なくなり次第終了

●

基山ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

●

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（石村萬盛堂商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

●

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

●

広川ＳＡ 上 12/31 レストラン
新春ぜんざいの
振る舞い

お食事されたお客さまにお汁粉のサービス
※先着100名、なくなり次第終了

1/1 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
3000円以上お買上げされたお客さまに干支の根付をプレゼント
※先着100名、なくなり次第終了

下 12/15～1/14 ショッピングコーナー その他 「博多物産展」と「柳川物産展」を開催 ●
1/1
10:30～

店外
（宝くじ売場前付近）

新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着200名、なくなり次第終了

●

1/2
10:00～

店内
（中央入口横）

お年玉プレゼント
風船アートによるプレゼント
※なくなり次第終了

●

1/3
①10:30～
②14:00～

店内
（中央入口横）

お年玉プレゼント
綿菓子をプレゼント
※なくなり次第終了

●

山川ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品4品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品4品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

玉名ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品4品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

北熊本ＳＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（くまモン）
※限定５０個、なくなり次第終了

12/29～1/3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント おにぎり100円セール

下 12/28～1/8 レストランコーナー お年玉プレゼント
西得スマートくじキャンペーンのハズレくじサービス
お食事されたお客さまにハズレくじ１枚につきホットコーヒー1杯
サービス、（お子さまは他ソフトドリンク）

緑川ＰＡ 上 12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
西得スマートくじキャンペーンのハズレくじサービス
ハズレくじ2枚でお菓子をプレゼント

下 12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
西得スマートくじキャンペーンのハズレくじサービス
ハズレくじ2枚でお菓子をプレゼント

宮原ＳＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

1/1～1/3 ベーカリーコーナー その他
金のメロンパンを販売（888円）
※各日先着10名

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（2種類）
※限定50袋、なくなり次第終了

●

12/28～ 特設販売「まる味屋珈琲」 福袋の販売
2,018円福袋の販売（珈琲の詰め合わせ）
※限定30袋、なくなり次第終了

●

1/1～1/3 特設販売「杜の工房」 その他
金のメロンパンを販売（888円）
※各日先着10名

●

えびのＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品4品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（おすすめ商品4品詰め合わせ）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

溝辺ＰＡ 上 1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定15袋、なくなり次第終了

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント お買い上げされたお客さまに西郷キャンディーをプレゼント

桜島ＳＡ 上 1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定55袋、なくなり次第終了

●

1/1～4 レストランコーナー お年玉プレゼント お子様ランチをご注文のお客さまにおもちゃをサービス ●

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
麺類メニューをご注文のお客さまに寿かまぼこをトッピング
※なくなり次第終了

●

下 12/30～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

長崎自動車道 金立ＳＡ 上
1/1
10:00～

店外
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着100名、なくなり次第終了

●

1/1 レストランコーナー お年玉プレゼント
お子様料理をご注文のお客さまにお年玉プレゼント
※なくなり次第終了

●

1/1～1/3 レストランコーナー その他 定食をご注文のお客さまにおせち風小鉢（黒豆）のサービス ●

下 12/31 店外
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着100名、なくなり次第終了

●
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平成２９年度　年末年始のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（九州地区） 別紙①
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。 平成29年12月25日現在

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲート【※】

長崎自動車道 多久西ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（異人堂商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

12/28～1/8 テイクアウトコーナー お年玉プレゼント 唐揚げをお買い上げされたお客さまに唐揚げを１個増量サービス

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

12/28～1/8 テイクアウトコーナー お年玉プレゼント 唐揚げをお買い上げされたお客さまに唐揚げを１個増量サービス
川登ＳＡ 上 1/1 ショッピングコーナー その他 抹茶バーム・バターカステラを2割引

1/1
レストラン
スナックコーナー
ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
ご来店されたお客さまに干支キーホルダーをプレゼント
※先着300名、なくなり次第終了

下 12/23、24 ショッピングコーナー その他
二鶴堂「新商品販売（博多ぽてとチーズ味）イベント」開催
ゆるきゃらが来店

1/1 ショッピングコーナー お年玉プレゼント 絵馬奉納するとショッピングコーナーで使用できる100円券をプレ

大村湾ＰＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売
※なくなり次第終了

●

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

●

下 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
お得な冬得ギフトの販売（ひよ子商品詰め合わせ他）
※なくなり次第終了

●

12/28～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
・対象のおにぎりを100円セール
・対象のサンドイッチを20円割引

●

大分自動車道 山田ＳＡ 上 1/1 ショッピングコーナー 福袋の販売
お子さま福袋の販売
※なくなり次第終了

●

12/31
10:00～

店内
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着200名、なくなり次第終了

●

下 12/29～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※なくなり次第終了

●

12/29～1/8 スナックコーナー お年玉プレゼント
「あさくら豚米ひつまぶし丼」「山田あったかあんかけうどん」ご注
文されたお客さまにテイクアウト商品30円割引券をプレゼント

●

1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント
お子さまランチご注文されたお客さまにおもちゃをプレゼント
※なくなり次第終了

●

12/29～1/8 テイクアウトコーナー お年玉プレゼント フライドポテト20％増量サービス ●

別府湾ＳＡ 上 1/1～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
お買い物された全てのお客さまにホットコーヒー50円割引チケット
をプレゼント

下 1/1～1/8 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
お買い物された全てのお客さまにホットコーヒー50円割引チケット
をプレゼント

1/1～1/3 店外 その他
別府温泉足湯の実施
※天候の状況により中止になる場合がございます

宮崎自動車道 霧島ＳＡ 上 12/28～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定60袋、なくなり次第終了

下 1/1～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（お土産品の詰め合わせ）
※限定40袋、なくなり次第終了

●

12/28～1/8 レストラン お年玉プレゼント
冬メニュー「トロうま鍋焼きうどん」ご注文されたお客さまにアフター
ドリンクのサービス

●

1/1
10:00～

店内入口付近
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いサービス
※先着200名、なくなり次第終了

●

山之口ＳＡ 上 12/31 スナックコーナー その他 年越しそばを販売

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
干支根付をプレゼント
※各日先着３０名

1/1～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント
お買い上げされたお客さまに飴をプレゼント
※なくなり次第終了

下 12/31 スナックコーナー その他 年越しそばを販売

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
干支根付をプレゼント
※各日先着３０名

1/1～3 ショッピングコーナー お年玉プレゼント お買い上げされたお客さまに飴をプレゼント
沖縄自動車道 伊芸ＳＡ 上 1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント お食事のお客様へみかんのサービス（数量限定） ●

下 1/1～ スナックコーナー お年玉プレゼント お食事のお客様へみかんのサービス（数量限定）
中城ＰＡ 上 12/28～ スナックコーナー お年玉プレゼント お食事のお客様へみかんのサービス（数量限定）

下 12/28～ スナックコーナー お年玉プレゼント お食事のお客様へみかんのサービス（数量限定） ●
【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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