
平成 25 年 2 月 4 日 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

中四国支社 

報 道 関 係 各位 

『イケ麺食べてイケメンＧＥＴキャンペーン』を実施いたします。 

～中四国地区「ご当地イケ麺」を２つ食べて素敵なプレゼントが当たるチャンス！！ ～ 

西日本高速道路ｻｰﾋﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社中四国支社（広島市中区、支社長：前川澄男）は、ドライブ

や旅行などで高速道路をご利用いただくお客様に、サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）をより一層、

楽しんでいただけるよう、 『イケ麺食べてイケメンＧＥＴキャンペーン』 を平成25年2月8日（金）より実施いた

します。 

【キャンペーン概要】 

１．実施期間   平成 25 年 2 月 8日（金）～平成 25 年 3 月 17 日（日） 

２．実施エリア  中四国地区 64 箇所のＳＡ・ＰＡ（65 店舗） 

            ※詳細は別紙「対象エリア一覧」のとおり 

３．実施内容   期間中に、中四国地区「ご当地イケ麺」を注文されたお客様に専用の応募シールを配布。  

専用の応募ハガキに応募シール２枚を貼り付けてご応募いただくと、抽選で素敵な賞品が 

当たるキャンペーン。  

             ※中四国地区「ご当地イケ麺」とは 

平成 24 年 10 月～11 月に開催された「中四国ご当地イケ麺コンテスト」において、 

中四国地区の SA・PA65 店舗で出品されたメニューで、「地産地消」をテーマに     

それぞれの地域の特色ある食材を使用した麺メニューです。 

４．賞    品   Ａコース 「イケ麺食べてイケメン度アップコース」  

ブラウン シェーバー シリーズ７    ５名様

          Ｂコース 「イケ麺食べてイケメンを虜にコース」  

パナソニック スチーマーナノケア   ５名様

           Ｃコース 「イケ麺食べて西日本のイケ麺をもっと食べようコース」  

西日本ご当地ラーメン（２箱）    ５０名様



No. 道路名 エリア名 テナント名 所在県 メニュー名 税込価格 販売コーナー

1 中国自動車道 七塚原ＳＡ（上） ㈱秀穂 広島県
採れたて野菜の
トマトうどん2012

800円 レストラン

2 中国自動車道 七塚原ＳＡ（下） 三好野本店㈱ 広島県 まぜＭＥＮ 700円 レストラン

３
４

中国自動車道 本郷ＰＡ（上下） サルボ両備㈱ 広島県 おろちラーメン 730円 スナックコーナー

5 中国自動車道 安佐ＳＡ（上） サルボ両備㈱ 広島県
広島菜漬とベーコンの
ぺペロンチーノ

900円 レストラン

6 中国自動車道 安佐ＳＡ（下） サルボ両備㈱ 広島県 まっくろ焼きそば 880円 レストラン

7
8

中国自動車道 吉和ＳＡ（上下） イーグル興業㈱ 広島県 吉和あわび茸の三色うどん 560円 スナックコーナー

9
10

中国自動車道 鹿野ＳＡ（上下） イーグル興業㈱ 山口県 花わさび山子麺 600円 スナックコーナー

11 中国自動車道 美東ＳＡ（上） 藤井産業㈱ 山口県 美東田舎鍋焼きうどん 950円 レストラン

12 中国自動車道 美東ＳＡ（下） イーグル興業㈱ 山口県 根菜 COUNTRY UDON 1000円 レストラン

13 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上） ㈱アンデルセン 広島県 瀬戸内藻塩ラーメン 630円 フードコート

14 山陽自動車道 小谷ＳＡ（下） ㈱湯坂遊園 広島県
アツアツ鉄板でいただく
瀬戸内六殻豚焼きそば

880円 レストラン

15 山陽自動車道 奥屋ＰＡ（上） ㈱ポプラ 広島県 広島軍艦風赤うどん 550円 スナックコーナー

16 山陽自動車道 奥屋ＰＡ（下） ㈱ボーチェ・オアシス 広島県
広島菜キムチの
ピリ辛煮込みうどん

650円 スナックコーナー

17 山陽自動車道 沼田ＰＡ（上） ㈱ボーチェ・オアシス 広島県 広島とりみそうどん 800円 スナックコーナー

18 山陽自動車道 沼田ＰＡ（下） ㈱ポプラ 広島県 広島破天荒ラーメン大盛 850円 スナックコーナー

19 山陽自動車道 宮島ＳＡ（上） 藤井産業㈱ 広島県 もみじ豚ワンタンめん 700円 スナックコーナー

20 山陽自動車道 宮島ＳＡ（下） ㈱広電宮島ガーデン 広島県
和風中華
宮島地あなご天麺

880円 レストラン

21 山陽自動車道 宮島ＳＡ（下） ㈱秀穂 広島県 宮島塩らーめん 680円 専門店

22 山陽自動車道 玖珂ＰＡ（下） ㈱ボーチェ・オアシス 山口県 鶏玉とじうどん 550円 スナックコーナー

23 山陽自動車道 下松ＳＡ（上） イーグル興業㈱ 山口県
ぷりぷり西京はもの海鮮ヤー
コン麺

980円 レストラン

24 山陽自動車道 下松ＳＡ（下） ㈱広電宮島ガーデン 山口県
長州鶏のウエスタン風
茶そば焼き

800円 レストラン

25 山陽自動車道 佐波川ＳＡ（上） イーグル興業㈱ 山口県 ゆず香る山口海鮮漬うどん 750円 専門店

26
27

広島自動車道 久地ＰＡ（上下） ㈱ボーチェ・オアシス 広島県 ベジ玉ラーメン 700円 スナックコーナー

28 浜田自動車道 寒曳山ＰＡ(上） サルボ両備㈱ 広島県 神楽おこ麺 600円 スナックコーナー

29 中国自動車道 上月ＰＡ（上） ㈱秀穂 兵庫県 星の町佐用醤油らーめん 680円 スナックコーナー

30 中国自動車道 上月ＰＡ（下） ㈱秀穂 兵庫県 具だくさん田舎そば 650円 スナックコーナー

31 中国自動車道 勝央ＳＡ（上） 岡山ルートサービス㈱ 岡山県 彩りあんかけラーメン 800円 レストラン

32 中国自動車道 勝央ＳＡ（下） 三好野本店㈱ 岡山県 二刀流あったか肉汁つけ麺 780円 レストラン

イケ麺食べてイケメンＧＥＴキャンペーン　対象エリア一覧
　全６5店舗



No. 道路名 エリア名 テナント名 所在県 メニュー名 税込価格 販売コーナー
33
34

中国自動車道 真庭ＰＡ（上下） 岡山ルートサービス㈱ 岡山県 コクうまっ！山霧ラーメン 650円 スナックコーナー

35
36

中国自動車道 大佐ＳＡ（上下） サルボ両備㈱ 岡山県 大佐味噌なべうどん 700円 レストラン

37 山陽自動車道 瀬戸ＰＡ（上） ㈱ボーチェ・オアシス 岡山県
冬瓜と鶏ミンチの
あんかけうどん

580円 スナックコーナー

38 山陽自動車道 瀬戸ＰＡ（下） ㈱ファミリーマート 岡山県 ぼっけぇ　はればれうどん 680円 スナックコーナー

39 山陽自動車道 吉備ＳＡ（上） 岡山プラザホテル㈱ 岡山県
吉備海鮮アンカケラーメン ～
ちらし寿司仕立て～

900円 レストラン

40 山陽自動車道 吉備ＳＡ（下） 岡山ルートサービス㈱ 岡山県 うらの地獄つけ麺 900円 レストラン

41 山陽自動車道 道口ＰＡ（上） ㈱ボーチェ・オアシス 岡山県
岡山地鶏と黄にらの
あったか鍋焼きうどん

680円 スナックコーナー

42 山陽自動車道 福山ＳＡ（上） サルボ両備㈱ 広島県 府中ミーソパスタ 780円 スナックコーナー

43 山陽自動車道 福山ＳＡ（下） ㈱トモテツセブン 広島県
びんご府中味噌を使った
鞆の鯛網味噌ラーメン

850円 レストラン

44
45

山陽自動車道 八幡ＰＡ（上下） ㈱デイリーヤマザキ 広島県
広島菜入りもやしの尾道
チャーシュー麺

700円 スナックコーナー

46
47

山陽自動車道 高坂ＰＡ（上下） ㈱ボーチェ・オアシス 広島県 うまい麺でガンス 600円 スナックコーナー

48 岡山自動車道 高梁ＳＡ（上） 西日本高速道路
ロジスティックス㈱ 岡山県 吉備高原地鶏そぼろうどん 650円 スナックコーナー

49 岡山自動車道 高梁ＳＡ（下） 西日本高速道路
ロジスティックス㈱ 岡山県

煮食い!!
吉備高原地鶏うどん

730円 スナックコーナー

50 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（上） 三好野本店㈱ 岡山県 深雪蕎麦（みゆきそば） 980円 レストラン

51 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（下） 下津井電鉄㈱ 岡山県 特上　大山そば 760円 レストラン

52 米子自動車道 大山ＰＡ（上） 中浦食品㈱ 鳥取県 大山鶏団子ふわ玉うどん 600円 スナックコーナー

53 高松自動車道 豊浜ＳＡ（上） 千登世商事㈱ 香川県
地元野菜のあんかけ
ふわとろ天津高瀬茶そば

880円 レストラン

54 高松自動車道 豊浜ＳＡ（下） エリエールフーズ㈱ 香川県 まるごと讃岐焼うどん 890円 レストラン

55 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（上） ㈱伊予鉄会館 愛媛県
べっぴん生パスタの
みかんたまごカルボナーラ

800円 グルメコート

56 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下） 千登世商事㈱ 愛媛県
勇気と美容の
「豚足」ラーメン

880円 レストラン

57 松山自動車道 伊予灘ＳＡ（上） ㈱伊予鉄会館 愛媛県
特製媛ポーク
焼きチャーシュー麺

730円 スナックコーナー

58 松山自動車道 伊予灘ＳＡ（下） ㈱伊予鉄会館 愛媛県 辛味噌チャンポン 750円 スナックコーナー

59 徳島自動車道 上板ＳＡ（上） アイランドフューチャー
コーポレーション㈱ 徳島県

徳島産鱧と地鶏の鳴門塩
わかめうどん

650円 スナックコーナー

60 徳島自動車道 上板ＳＡ（下） アイランドフューチャー
コーポレーション㈱ 徳島県

半田そうめんのパスタ風
阿波尾鶏の手羽先添え

780円 レストラン

61 徳島自動車道 吉野川ＳＡ（上） ㈱伊予鉄会館 徳島県
阿波尾鶏つくね天ぷら
祖谷そば

600円 スナックコーナー

62 高知自動車道 馬立ＰＡ（上） ㈱ボーチェ・オアシス 愛媛県 辛口カレはシカもイケ麺 700円 スナックコーナー

63 高知自動車道 立川ＰＡ（下） ㈱ボーチェ・オアシス 高知県 とりキムチうどん 650円 スナックコーナー

64 高知自動車道 南国ＳＡ（上） エリエールフーズ㈱ 高知県 四万十鶏　大人のつけ麺 680円 スナックコーナー

65 高知自動車道 南国ＳＡ（下） 土佐電気鉄道㈱ 高知県 よさこい混ぜ麺 580円 スナックコーナー


