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「ご当地ソフトクリーム・ジェラートフェア

西日本高速道路サービス・ホールディ

中四国地区の対象35箇所のサービスエリア

「ご当地ソフトクリーム・ジェラートフェア

【実施概要】 

１．実施期間   平成 25年 9月 14

２．実施エリア  中四国地区 35箇所

３．実施内容   フェア対象店舗のご

置されている「スタンプ

ェア対象店舗のショッピングコーナーで

 【５０円のお買物券についてご注意】

○お買物券の使用可能期限は、10月

※平成25年10月 2日（水）は、店内

の使用は不可とさせていただきます

○お買物券の使用可能箇所は、当該

なお、ショッピングコーナーの一部商品

コーナーでのお食事品、自動販売機商品

象から除外させていただきます。

  ○お買物券は、他の割引サービスとの

４．対象メニュー 別紙参照 

西日本高速道路サービス・ホールディングス

中四国地区のＳＡ・ＰＡで 
ソフトクリーム・ジェラートフェア」を開催します

サービス・ホールディングス株式会社 中四国支社（広島市中区

サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)で、平成 25

ソフトクリーム・ジェラートフェア」を開催します。 

14 日（土）～平成 25年 10月 14 日（月）（31日間

箇所の SA・PA 

ご当地ソフトクリーム・ジェラートの販売コーナーおよび

スタンプ用紙」に、フェア対象商品 1 品毎に押されるスタンプを

のショッピングコーナーで使える「50円のお買物券」になります

月 2日（水）を除くフェア実施期間中とさせていただきます

店内の商品（一部の商品を除く）が 2割引となりますので

とさせていただきます。 

当該フェア実施エリアのショッピングコーナーに限るものとさせていただきます

一部商品（宝くじ・テレホンカード・はがき等の金券類及び

自動販売機商品、スターバックス・ガソリンスタンドの商品については

サービスとの併用は不可とさせていただきます。 

平成 25年 9月 10 日 

サービス・ホールディングス株式会社 

します

広島市中区、支社長：前川澄男）は、

25年 9月 14日（土）より、

日間） 

およびショッピングコーナーに設

されるスタンプを 2 つ集めると、当フ

になります。 

とさせていただきます。 

となりますので、「50円のお買い物券」 

るものとさせていただきます。 

び新聞・雑誌・たばこ等）、飲食 

については、お買物券の使用対 



№ 所在県 道路名 エリア名 上下線 メニュー名
価格
（税込）

メニューPRポイント 販売コーナー

1 兵庫県 中国自動車道 上月ＰＡ 上り線 はちみつきなこソフト ３５０円

地元佐用産の蜂蜜、もち大豆味噌、もち大豆から
作ったきな粉を使用した、とことん「佐用」にこ
だわったソフトクリーム。さっぱりとしたソフト
クリームに3種をブレンドしたオリジナルソース
が絶妙にマッチ。意外にも味噌が味に深みを出し
ています。

ショッピングコーナー

2 兵庫県 中国自動車道 上月ＰＡ 下り線 塩バニラソフト ３２０円
赤穂の塩を使った当店オリジナルソフトクリー
ム。ほんのり塩味でさっぱりとした味わいです。

スナックコーナー

3 岡山県 中国自動車道 勝央ＳＡ 上り線 黒豆ソフト ３５０円
黒豆のペーストを錬り込んだ和風のソフトは、後
から口の中に黒豆の香りが広がる逸品です。ぜひ
お試しくださいませ。

スナックコーナー

4 岡山県 中国自動車道 勝央ＳＡ 下り線 フルーツトマトソフト ３００円
地元鏡野町産の新鮮フルーツトマトを使用しまし
た。爽やかなフレッシュトマトが味わえます。

スナックコーナー

5 岡山県 中国自動車道 真庭ＰＡ 上り線 キヨミドリソフト ３００円
地元産の青大豆「キヨミドリ」を使ったきな粉を
トッピングしました。キヨミドリのきな粉がアク
セントのソフトクリームです。

スナックコーナー

6 岡山県 中国自動車道 真庭ＰＡ 下り線 キヨミドリソフト ３００円
地元産の青大豆「キヨミドリ」を使ったきな粉を
トッピングしました。キヨミドリのきな粉がアク
セントのソフトクリームです。

スナックコーナー

7 岡山県 山陽自動車道 瀬戸ＰＡ 下り線 白桃ソフト ３００円
果物の国・岡山が誇る白桃がソフトクリームにな
りました。岡山ならではの味を召し上がりません
か？

スナックコーナー

8 岡山県 山陽自動車道 吉備ＳＡ 上り線 清水白桃ソフト ５００円
岡山県産の清水白桃１００％をまぜ込んだソフト
クリームです。清水白桃の風味と味をお楽しみ下
さい。

テイクアウトコーナー

9 岡山県 山陽自動車道 吉備ＳＡ 下り線 ピオーネソフト ３８０円

「フルーツ王国おかやま」特産のニューピオーネ
を使用したこだわりソフトです。ニューピオーネ
の美味しさをソフトクリームでもお楽しみ下さ
い。

スナックコーナー

10 広島県 中国自動車道 吉和ＳＡ 上り線 ソフトアイス　わさび ２８０円
わさびの産地ならではのソフト。食べた瞬間
「あっ!　わさび!!!」と実感できます。

ショッピングコーナー

11 広島県 中国自動車道 吉和ＳＡ 下り線 ソフトアイス　わさび ２８０円
わさびの産地ならではのソフト。食べた瞬間
「あっ!　わさび!!!」と実感できます。

ショッピングコーナー

12 山口県 中国自動車道 美東ＳＡ 上り線 きらら牛乳ソフト ３００円
山口県産生乳100％の「きらら牛乳」を使用した
ソフトクリーム。牛乳をたっぷり使っているので
さっぱりとした味ですいすい食べられます！

フードコート

13 広島県 山陽自動車道 福山ＳＡ 上り線 ばらソフトクリーム ３００円

ばらの街福山にちなみ、濃厚な北海道ソフトク
リームに、ばらのエッセンスと色を加え、ほんの
りばらの香りがするピンク色のかわいいソフトク
リームです。

テイクアウトコーナー

福焼

14 広島県 山陽自動車道 福山ＳＡ 下り線
福山ばらソフトクリー
ム

３００円
”ばらの街ふくやま”にちなんだ、ばらの香りの
ヨーグルト風味ソフトクリームです。

カフェコーナー

15 広島県 山陽自動車道 小谷ＳＡ 上り線
ソフト＆ジェラート

４２０円

６種類のジェラートよりお好きなもの選んでいた
だき、その上にソフトクリームと苺ジャムをトッ
ピング。さわやかなジェラートと濃厚なソフトク
リームのハーモニーをお楽しみください。

テイクアウトコーナー

16 広島県 山陽自動車道 小谷ＳＡ 下り線 みかんソフト ３５０円

小谷下り線オリジナルの今年８月より販売を始め
た新商品！大崎みかん１００％ジュースを使用し
北海道産の生乳ソフトに練り込み、さっぱりとし
た味わいのソフトクリームが出来上がりました。

テイクアウトコーナー

17 広島県 山陽自動車道 宮島ＳＡ 上り線 揚げまんもみじソフト ４２０円

大山牛乳を使用したソフトクリームに宮島銘菓も
みじまんじゅうをＭＩＸ！さらに、当テイクアウ
トコーナー、人気メニューの揚げまんもみじをマ
ウント！！ご当地ならではのソフトクリームを、
是非、ご堪能くださいませ！！

テイクアウトコーナー

「ご当地ソフトクリーム・ジェラートフェア」メニュー一覧
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18 広島県 山陽自動車道 宮島ＳＡ 下り線 もみじ饅頭ソフト ３９０円
宮島名物のもみじ饅頭1個と北海道バニラクリー
ムをミックスしたソフト。もみじ饅頭とバニラの
旨みがお楽しみ頂けます。

テイクアウトコーナー

19 山口県 山陽自動車道 下松ＳＡ 上り線 高瀬茶ソフト ４００円

周南市高瀬地区は霧が多く発生する山間地で茶の
栽培に適した場所で、古くは江戸時代から栽培さ
れておりその芳香の高さは有名です。その高瀬茶
を粉末にし、ソフトに混ぜ合わせました。一口食
べるとお口の中にお茶のさわやかな香りが広がり
ます。

テイクアウトコーナー

20 山口県 山陽自動車道 下松ＳＡ 下り線 夏みかんソフト ３２０円
山口県産の夏みかんジュースを使用したソフトク
リームです。爽やかな香りと酸味が特徴で、あと
を引く美味しさです。

テイクアウトコーナー

21 岡山県 岡山自動車道 高梁ＳＡ 上り線 白桃ソフトクリーム ３００円
白桃の果汁が入った風味豊かなソフトクリームで
す。

スナックコーナー

22 岡山県 岡山自動車道 高梁ＳＡ 下り線 白桃ソフトクリーム ３００円
白桃の果汁が入った風味豊かなソフトクリームで
す。

スナックコーナー

23 岡山県 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ 上り線 蒜山ソフトクリーム ３２０円
濃厚なジャージー牛乳を使用しながら、後味を
サッパリと仕上げでいます。

テイクアウトコーナー

牧場のパン屋さん

24 岡山県 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ 下り線
蒜山ジャージーソフト
クリーム

３１０円
ジャージー牛乳を使用したこだわりのソフトク
リーム。年間10万本以上販売している濃厚な人気
のソフトです。

テイクアウトコーナー

25 鳥取県 米子自動車道 大山ＰＡ 上り線
二十世紀梨ソフトク
リーム

３００円
地元鳥取産の二十世紀梨のピューレを使用したお
いしいソフトクリーム。さっぱりとした二十世紀
梨の甘みが絶妙。

スナックコーナー

26 徳島県 徳島自動車道 上板ＳＡ 上り線
鳴門金時ソフトクリー
ム

３００円
濃厚なミルクのコクと鳴門金時芋のやさしい甘さ
を楽しめます。

スナックコーナー

27 徳島県 徳島自動車道 上板ＳＡ 下り線 山桃ソフトクリーム ３００円
徳島県の木でもある山桃。クリーミーなバニラに
山桃の風味を加えた甘くてほのかな酸味が絶妙な
ソフトクリーム。

スナックコーナー

28 徳島県 徳島自動車道 吉野川ＳＡ 上り線 吉野川サンデー ３５０円
ソフトアイスに、『鳴門金時芋』のダイスカット
をトッピング。アイスとチョコレートソース・鳴
門金時の相性が良く合います。

テイクアウトコーナー

29 香川県 高松自動車道 豊浜ＳＡ 上り線
うしおじさんのバニラ
ソフトクリーム

３００円

地元讃岐大山牧場のノンホモ・低温殺菌ジャー
ジー牛乳を使用した、なめらかで舌ざわりが良
く、幅広いお客様に好評のバニラソフトクリーム
です。

スナックコーナー

30 香川県 高松自動車道 豊浜ＳＡ 下り線 一番茶ソフト ３５０円

三豊市高瀬では丘陵地を利用したお茶の栽培が盛
んです。香りが一番良いとされる「一番茶葉」を
ふんだんに使用したソフトクリームは、茶葉の香
りを味わってもらえるように甘さを抑え、さっぱ
りした味に仕上げました。

テイクアウトコーナー

31 愛媛県 松山自動車道 石鎚山ＳＡ 上り線
もち麦ジェラート
シングル

２９０円
愛媛県内子産の「もち麦」をふんだんに使用した
ジェラートです。香ばしい香りとぷちぷちした食
感が癖になる逸品です。

テイクアウトコーナー

32 愛媛県 松山自動車道 石鎚山ＳＡ 下り線 新宮茶ソフト ３００円

大西茶園のお茶は、農薬・化学肥料を一切使わず
に大切に育てられた安全で安心な地元新宮の山茶
です。爽やかな新宮茶の香りをお楽しみくださ
い。

テイクアウトコーナー

33 愛媛県 高知自動車道 馬立ＰＡ 上り線 文旦ソフト ３００円
爽やかな酸味と程よい甘さが癖になるソフトク
リームです。

テイクアウトコーナー

34 高知県 高知自動車道 南国ＳＡ 上り線 ごっくんソフト ３００円
高知県馬路村のゆず飲料『ごっくん馬路村』を使
用した拘りのソフトクリーム。ほのかに香るバニ
ラの風味に爽やかな酸味が楽しめる逸品です。

テイクアウトコーナー

35 高知県 高知自動車道 南国ＳＡ 下り線
四国カルスト牛乳ソフ
ト

３００円

高知県の山の頂き、四国カルスト。澄み切った空
気と涼しい高原で放牧されて育った乳牛からとれ
る、コクと風味豊かな新鮮な牛乳を使用。もっち
りと且つさっぱりとした後味が人気です。

テイクアウトコーナー
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