
平成 30 年 12 月 26 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 

年末年始もサービスエリア・パーキングエリアにお立ち寄りを！ 
～お年玉プレゼント、ぜんざいの振る舞い、福袋も販売～ 

  ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：酒井 和広）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：中根 正治）は、年末年始のサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア

（ＰＡ）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します。 

ふるさとへの帰省やご旅行の際には、お得なサービス満載のＳＡ・ＰＡでゆっくりお休みいただき、長旅の疲れ

をリフレッシュして、安全運転で目的地まで走行して下さい。 

１．開催期間  平成 30年 12 月下旬～平成 31 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 167 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 

＜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．【福袋・新年セットの販売】・・・E2 山陽自動車道 福山ＳＡ（上り線）  

日時：平成 31年 1月 1日（火・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 3,000 円）を限定 100 セット販売。 

毎年恒例の企画で常連のお客さまで賑わいます。 

その他 101 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） 

詳しくは別紙をご覧ください。 

２．【お年玉プレゼント】・・・E1 名神高速道路 吹田ＳＡ（上り線） 

 日時：平成 31年 1月 1日（火・祝）～2日（水） 

各日 11時～なくなり次第終了 

 内容：ショッピングコーナーなどをご利用のお客様におみくじ抽選会への 

参加で景品プレゼント 

その他 99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） 

詳しくは別紙をご覧ください 

（平成 30年の実施状況） 

（福山 SA（上り線）平成 30年の福袋の中身） 

（毎年恒例福袋の販売状況 ※福山 SA上り線） 



３．【新春ぜんざいの振る舞い】・・・E10 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（下り線） 

日時：平成 31年 1月 1日（火・祝日） 9 時から実施 

内容：店舗前面にてご来店されたお客様に「ぜんざい」を先着 300名 

に無料で振る舞い 

その他 16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 31年 1月 1日（火・祝日） 11 時から実施（予定）

 内容：店舗正面にて「餅まき大会」を開催 

 その他 1箇所のエリアで餅まき大会を実施します。 

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

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

（平成 30年の実施状況） 

（平成 30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．『身体も心もほっこり 冬メニュー』開催中！ 

  （１）開催期間  平成 30年 12月 1日（土）～平成 31年 2月 28 日（木） 

  （２）開催箇所  ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ76箇所 

  （３）キャンペーン内容 

冬の旬な食材などを使用した身体も心も「あったか」になるメニューを販売します。 

この機会にぜひご賞味ください。詳しくは、下記をご覧ください。 

http://www.w-holdings.co.jp/news/archives/winter-menu.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 30年 12 月 1日（土）～平成 31年 2月 28 日（木） 

 （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「ユッケジャン風うどん（ご飯付）」720 円を 

販売します！ 

ユッケジャンの濃厚でうま辛なスープが麺に絡んで、カラダの芯からポカポカ 

温まる冬にピッタリなうどんです。ご飯も付いていますので、うどんのお供に 

食べるのはもちろん、うどんを食べ終わったスープに入れて“ユッケジャン風 

雑炊”としても楽しめます。 

高速道路をご利用の際は、ぜひご賞味ください。 

詳しくは下記をご覧ください。 

http://www.w-holdings.co.jp/news/archives/nexco44-30.html 

九州自動車道 広川ＳＡ（上り線） 

辛旨、麻辣もつ鍋 1,500円 

松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下り線） 

美味端麗（びみたんれい） 1,200 円 

阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上り線） 

犬鳴ポークの塩スープ鍋 1,200 円 

山陽自動車道 下松ＳＡ（下り線） 

具材たっぷりチーズ風味のアツアツ鶏白湯鍋 

1,280 円 



平成30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

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 分類 内容
ウェルカムゲー
トの有無【※】

名神高速道路 黒丸PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,728円⇒1,500円)　※《100袋限定》（無くなり次第終了） ●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

黒丸PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

黒丸PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,728円⇒1,480円)　※《30袋限定》（無くなり次第終了） ●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

菩提寺PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(2,160円⇒1,728円)　※《120袋限定》
(1,123円⇒1,000円)　※《130袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(2,052円⇒1,500円)　※《50袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

草津PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,134円⇒1,000円)　※《50袋限定》
(1,296円)　※《300袋限定》
(1,782円)　※《30袋限定》
(1,280円)　※《180袋限定》
(874円⇒780円)　※《300袋限定》
(1,160円⇒1,000円)　※《250袋限定》

●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

草津PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

草津PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,106円⇒950円)　※《150袋限定》
(1,250円⇒1,000円)　※《150袋限定》
(1,728円⇒1,296円)　※《100袋限定》

●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

草津PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

大津SA(1F) 上 1月1日～3日 カフェコーナー その他 アフォガートを50円割引で販売

大津ＳＡ(2F) 上 1月1日～3日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,456円福袋の販売(お土産商品の詰合せ）　※《数量限定100個》

上
1月1日～3日
13：30～15：30

店外
（正面入口前スペース）

イベント
2階売店にて2,000円以上お買上げのレシート（券売機を除く）で、サイコロ抽
選会に参加。出目により景品プレゼント。
　※《各日先着100名、景品がなくなり次第終了。》

上
1月1日～3日
10：00～

スナックコーナー お年玉プレゼント
フードコートで食事メニューをご注文のお客様にみかん1をプレゼント。
　※《各日先着50名》

下
1月1日～3日
14：00～15：00

店内1階無料休憩所横スペース お年玉プレゼント ご来店のお子様におもちゃをプレゼント　※《各日先着100名》

桂川PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(2,808円⇒2,160円)　※《50袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(2,088円⇒1,728円)　※《60袋限定》
(2,376円⇒1,728円)　※《30袋限定》
(2,268円⇒1,620円)　※《30袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

吹田ＳＡ 上
1月1日
10:00～

店外特設
(コバラスイタ前)

新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《先着約100名》

1月1～2日 ショッピングコーナーとレストラン お年玉プレゼント
館内利用のお客様へおみくじ抽選会への参加で景品プレゼント
　※《景品無くなり次第終了》

下
1月1日
9:00～

店内スナックコーナー
(コバラスイタ前)

新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《先着約100名》

近畿自動車道
東大坂PA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引



平成30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

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 分類 内容
ウェルカムゲー
トの有無【※】

西名阪自動車道 香芝SA 上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 2,000円の福袋（お土産の詰め合わせ）の販売　※《20個限定》

1月1日
14:00～

スナックコーナー
新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《100杯限定》

下
1月1日
14:00～

ベーカリー外側(店舗外テラス席付
近)

新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《先着100名》

天理PA 上 1月1日～ スナックコーナー お年玉プレゼント
麺類ご注文のお客様に餅1個をプレゼント　※《200食限定　無くなり次第終
了》

下 1月1日～ スナックコーナー お年玉プレゼント
麺類ご注文のお客様に餅1個をプレゼント　※《200食限定　無くなり次第終
了》

阪和自動車道 岸和田SA 上
1月1日
13：00～、15：00～

店舗外(レストラン側)
新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《各回先着200名限定、無くなり次第終了》 ●

12月31日
7:00～24:00

スナックコーナー その他 「年越しそば(880円)」の販売　※《50食限定》 ●

1月5日 ベーカリーコーナー キャンペーン いちごフェアの実施(《いちごを使ったジャムやいちごパンを販売) ●

1月1日～3日 スナックコーナー 福袋の販売 お買い得袋(3,900円相当⇒2,525円、2,300円相当⇒1,044円)を販売 ●

下
1月1日～3日
15：00～

店内　(レストラン側入り口横）
新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《先着50名限定》 ●

1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋(1,000円)の販売 ●

紀ノ川ＳＡ 上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 2,500円福袋の販売（お土産品・日用雑貨の詰め合わせ）　※《限定10個》

下
1月1日
 11：00～

店外
（第1トイレ側入り口横）

新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《先着180～200名》

12月31日
17：00～

店内
　（ショッピングコーナー）

福袋の販売 2,000円福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《無くなり次第終了》

1月1日
10：00～

店内
　（レストランコーナー）

お年玉プレゼント レストランでお食事のお子様にガチャポンプレゼント　※《先着50名限定》

舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ 上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《20個限定》

下 1月1日 レストラン その他 レストランにてお正月用箸袋を使用

1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円の福袋の販売　※《100個限定　無くなり次第終了》

六人部PA 上 1月1日～3日 ショッピングコーナー 福袋の販売 お得な福袋の販売　※《15～20個限定》

下 1月1日～3日 店内 お年玉プレゼント ご来店のお客さまにキャンディプレゼント

第二神明道路 名谷PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,188円⇒980円)　※《28袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

垂水PA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

明石ＳＡ 上下 12月28日～1月6日 ショッピングコーナー 福袋の販売
地元ならではの人気商品を詰め込んだ「明石SA限定商品福袋」を2,019円
で販売

●

1月1日～3日 レストラン お年玉プレゼント ご来店されたお子様におもちゃをプレゼント ●

姫路バイパス
別所PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 12月15日～1月31日 ショッピングコーナー キャンペーン 北海道フェアの実施(北海道のお菓子やお土産を販売)

下 12月15日～1月31日 ショッピングコーナー キャンペーン 北海道フェアの実施(北海道のお菓子やお土産を販売)

中国自動車道
赤松PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,028円⇒880円)　※《80袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,080円)　※《100袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

赤松PA
(ﾃﾞｲﾘｰ)

下 1月1日～3日 店内 福袋の販売 ヤマザキのパンやお菓子、和菓子等の福袋を販売

社PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

社PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,404円⇒1,000円)　※《20袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

西宮名塩ＳＡ 上
1月2日～3日
14：00～15：00

ショッピングコーナー
スナックコーナー

新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいの実施　※《無くなり次第終了》

1月3日～5日 レストラン お年玉プレゼント 食事をされたお子様にお菓子をプレゼント　※《20個／日限定》

下

①12月28日～1月6日
②12月29日～1月3日
③1月1日
④1月1日～3日　9：00～

①②③レストラン
④ショッピングコーナー

お年玉プレゼント

①キッズプレートをご注文のお客様におもちゃプレゼント
②ご来店のお子様に飴をプレゼント
③お食事された方に「干支石鹸」のプレゼント　※《先着50名限定》
④商品購入された方に「干支石鹸」のプレゼント　※《先着50名限定》



平成30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

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 分類 内容
ウェルカムゲー
トの有無【※】

中国自動車道
西宮名塩ＳＡ 下

1月1日
9：00～

ショッピングコーナー 福袋の販売
お楽しみ福袋の販売（5,000円相当の商品を3,240円で販売）　※《限定30
個》

1月1～3日
9：00～

ショッピングコーナー キャンペーン
神戸プリン1,500円以上お買い上げのお客様に神戸プリン1個プレゼント
※《各日先着50名限定》

加西ＳＡ 上 12月28日～1月3日 ショッピングコーナー 福袋の販売
・3,000円の福袋を販売　※《約30個限定》
・風月堂の福袋2種(大1,620円　小1,080円)を販売　《各24個限定》 ●

①②12月28日～1月3日
①レストラン
②ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
①お食事された方に「干支石鹸」のプレゼント　※《先着50名限定》
②商品購入された方に「干支石鹸」のプレゼント　※《先着50名限定》

●

12月28日～1月3日 ショッピングコーナー キャンペーン 神戸プリン1,500円以上お買い上げのお客様に神戸プリン1個プレゼント ●

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売　※《無くなり次第終了》 ●

1月1日
10：00～

園地
新春ぜんざいの
振る舞い

新春ぜんざいの振る舞いの実施　※《先着200名限定》 ●

山陽自動車道 淡河PA 上 12月29日～1月6日
店外
トイレ側入り口の前スペース

その他 たこ焼き、コロッケ等の特設販売を実施

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(2,138円⇒1,700円)　※《115袋限定》
(1,944円⇒1,700円)　※《115袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

白鳥PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,253円⇒1,000円)　※《51袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

白鳥PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

福石PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,494円⇒1,200円)　※《55袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,494円⇒1,200円)　※《55袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

三木ＳＡ 上
1月1日
10：00～

店外(園地)
新春ぜんざいの
振る舞い

ぜんざいの振る舞いの実施　※《先着100名限定》 ●

12月30日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 犬のグッズがいっぱいのお楽しみ福袋の販売 ●

1月1日 レストラン お年玉プレゼント
レストランでお食事されたお客さまに「みかん」をプレゼント
※《先着50名限定》

●

三木ＳＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

三木ＳＡ 下
1月1日
11：00～

店内(六甲牧場前)
新春ぜんざいの
振る舞い

手作りぜんざいのサービス　※《先着100名限定》 ●

12月28日～ ロッテリア 福袋の販売 ヒツジのショーン福袋を販売　※《30個限定》 ●

龍野西ＳＡ 上 1月1日
店外(店舗正面側)
※雨天の場合店内実施

新春ぜんざいの
振る舞い

年明けひとくちミニうどんの無料振る舞い　※《先着100名限定》 ●

下
1月1日
10:00～

店外(正面入口前スペース)
新春ぜんざいの
振る舞い

豚汁の無料振る舞い　※《先着200名限定》 ●

①1月2日　10:00～
②1月3日　10:00～

①全コーナー
　(ショップ・スナック・レストラン)
②ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
①龍野神社祈祷「宝銭」をプレゼント　※《先着合計1,000名限定》
②1,000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。



平成30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

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 分類 内容
ウェルカム
ゲートの有無
【※】

中国自動車道 真庭PA 上 12月28日～1月6日 店外（特設コーナー） キャンペーン
「ご当地コロッケセット」の割引販売
・3個セット⇒50円割引
・5個セット⇒100円割引

下 12月28日～1月7日 店外（特設コーナー） その他 地元野菜を中心に季節の野菜を販売

大佐ＳＡ 上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《20個限定》

下 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《20個限定》

勝央ＳＡ 上
1月2日～6日
10:00～17:00

店外（特設コーナー） イベント 全国B級グルメ「津山ホルモン」の店頭販売 ●

下 ①②③1月1日
①レストラン
②ショッピングコーナー
③スナックコーナー

お年玉プレゼント
①御食事をされたお客様に「ボックスティッシュ」をプレゼント　※《先着100名》
②買い物をされたお客様に「まごころ言葉チョコ」をプレゼント　※《先着120名》
③買い物をされたお客様に「まごころ言葉チョコ」をプレゼント　※《先着120名》

上月PA 上 1月1日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
入店されたお客さまに「吉備団子（紅・白）セット」をプレゼント　※《先着30名限
定》

下
①12月28日～1月6日
②12月29日～1月6日

①②ショッピングコーナー
　　特設販売

キャンペーン
①「コロッケ」3個ご購入で50円割引。
②「黒豚揚げ餃子」を1個増量サービス　※5個入り→6個入り

七塚原ＳＡ 上 1月1～6日 ショッピングコーナー 福袋の販売 2,500円福袋（お土産品詰め合わせ）の販売　※《30個限定》 ●

下 ①②1月1日～3日
①ショッピングコーナー
②レストラン

お年玉プレゼント

①ショッピングコーナーでお買い物をされたお客さまにボックスティッシュをプレ
ゼント
　※《先着200名限定》
②みかんのプレゼント　※《約100個限定　無くなり次第終了》

本郷PA 上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円福袋の販売　※《10個限定》

12月28日～1月4日 ショッピングコーナー その他 みかんのネット詰め(有料)を実施

下 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円福袋の販売　※《10個限定》

12月28日～1月4日 ショッピングコーナー その他 みかんのネット詰め(有料)を実施

安佐ＳＡ 上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 5,000円の福袋販売　※《30個限定》

1月1日～3日
ショッピングコーナー
レストラン

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100名限定》

下
1月1日
10：00～

ショッピングコーナー 福袋の販売 5,000円福袋（お土産品詰め合わせ）の販売　※《50個限定》

鹿野ＳＡ
上 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 お得な福袋（お土産品詰め合わせ）の販売　※《先着10セット限定》 ●

下 1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 お得な福袋（お土産品詰め合わせ）の販売　※《先着10セット限定》

美東SA 上 1月2日
店内多目的スペースでの特設販売
コーナー

お年玉プレゼント
多目的スペースでの特設販売コーナーにて500円以上お買上のお客様に「花
おみくじ」をプレゼント　※《先着70名限定》

●

1月1日～4日
店内多目的スペースでの特設販売
コーナー

福袋の販売 2,000円の福袋を販売　※《20個限定》 ●

1月1日～4日
店内多目的スペースでの特設販売
コーナー

イベント
500円でお菓子詰め放題のイベント開催
※《お子さま限定、無くなり次第終了》

●

下 12月29日～1月3日 店舗外正面 その他 移動販売車による実演販売の実施 ●

1月1日～3日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
小学生以下のお子様にキャラクターグッズの入ったお年玉をプレゼント。
　※《30個限定》

●

1月1日～3日 多目的スペース 福袋の販売 3,000円の福袋（山口厳選土産詰め合わせ）を販売　※《30個限定/日》 ●

王司PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,080円)　※《70袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1.080円)　※《30袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

山陽自動車道 瀬戸PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,740円⇒1,530円)　※《31袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

吉備ＳＡ 上 1月3日 レストランコーナー お年玉プレゼント レストランご利用のお客様に「紅白もち」をプレゼント　※《先着100名限定》 ●

下

①12月27日～30日
②12月27日～1月6日
③12月27日～1月6日
④12月28日　9：00～
⑤1月2日　10：00～

①②③④⑤
店外（特設コーナー）

イベント

①本場トルコの「ドネルケバブ」とフランスの職人が作る「クレープ」の実演販売
②吉備ＳＡ下り線名物「赤鬼横丁屋台村」を開催。
※《牛串、牛タン、ご当地コロッケ、カニ汁、甘酒の販売》
③「りんご・じゃがいも」各種詰め放題を開催　※《無くなり次第終了》
④瀬戸内産（北木島）の「喜多嬉（きたき）牡蠣」即売会を実施　※《無くなり次
第終了》
⑤地元農家の「杵つき餅」実演販売

●

1月1日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
岡山のお土産（きびだんご他）6,000円相当を詰め合わせた福袋を3,000円で販
売
※《無くなり次第終了》

●

道口PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,520円⇒1,200円)　※《60袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,920円⇒1,530円)　※《70袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）



平成30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

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 分類 内容
ウェルカム
ゲートの有無
【※】

山陽自動車道 福山ＳＡ 上
1月1日
10：00～

店外
（正面入口前スペース）

福袋の販売 3,000円福袋の（お土産品の詰め合わせ）販売　※《100個限定》 ●

下
1月1日
9：00～

店内
（正面入口前スペース）

福袋の販売 3,000円福袋の（お土産品の詰め合わせ）販売　※《100個限定》 ●

1月1日
10：00～

店内
（正面入口前スペース）

お年玉プレゼント 「自家製ぜんざい（餅いり）」をサービス　※《先着200食限定》 ●

八幡PA
上 12月28日～ ショッピングコーナー お年玉プレゼント 「塗り絵」をプレゼント

下 1月1日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント お子様向けに「駄菓子」をプレゼント　※《先着30名限定》

高坂PA
上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売
(1,620円⇒1,300円)　※《32袋限定》
(1,566円⇒1,300円)　※《30袋限定》

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,807円⇒1,500円)　※《22袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

小谷ＳＡ 上
1月1日
11：00～

ベーカリー 福袋の販売 パンのお楽しみ袋（税込1,000円）の販売　※《30個限定》 ●

下 12月29日～1月3日 店内ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《30個限定/日》 ●

奥屋PA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

奥屋PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,620円⇒1,400円)　※《30袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

沼田PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,760円⇒1,500円)　※《25袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

宮島ＳＡ 上
①12月31日
②1月1～6日

①②スナックコーナー その他
①特別メニュー「年越しそば」の販売
②特別メニュー「年明けうどん」の販売

●

1月1日
9：00～

ショッピングコーナー
スナックコーナー
レストラン

お年玉プレゼント 「干支杓子」をプレゼント　※《各コーナー先着100組様1枚》 ●

①1月1日～
②1月2～3日

①店外(特設販売)
②レストラン

お年玉プレゼント
①甘栗お買上げのお客様に「福種銭」をプレゼント　※《先着100組1個限定》
②招福入浴剤をプレゼント　※《先着100組/日限定》

●

①1月1～6日
②1月1～5日　12：00～14：00

①②スナックコーナー キャンペーン
①ソフトクリームの増量サービス
②定食をご注文のお客さまに「ご飯の大盛」を無料サービス

●

1月1～6日
11：00～18：00

店外(移動販売車) その他
中津から揚げ「もり山」の出張出店
国産フライドポテト「ピッコロポテト」の出張出店

●

下
1月1日
10：00～

ショッピングコーナー
レストラン

お年玉プレゼント
3,000円以上お買物・お食事をされたお客様に「干支の記念品」をプレゼント
※《各コーナー先着50組1個限定》

●

12月30日・31日
14：00～翌24：00

スナックコーナー その他 特別メニュー「年越しそば」の販売 ●

下松ＳＡ

上
①1月1日
②1月1～3日
③1月1～3日

①②レストランコーナー
③スナックコーナー

お年玉プレゼント

①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限定》
②レストランご利用のお客様に「夫婦箸」をプレゼント　※《先着200名限定》
③スナックコーナーをご利用のお客さまに「みかん」をプレゼント
※《先着150名限定》

●

下 ①②1月1日～1月3日
①レストランコーナー
②スナックコーナー

お年玉プレゼント

①レストランご利用のお客さまに「夫婦箸」をプレゼント　※《先着200名様限
定》
②スナックでお食事のお客さまに「みかん」をプレゼント　※《先着150名様限
定》

●

1月1日
11：00～

店舗正面 イベント 新春餅まき大会の実施 ●

佐波川SA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引



平成30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

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 分類 内容
ウェルカム
ゲートの有無
【※】

米子自動車道 蒜山高原ＳＡ 上
1月1日～2日
11：00～15：00

ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《20個限定》

下 12月31日～1月3日 スナックコーナー 福袋の販売 2,000円福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《60個限定》

1月1日～3日 レストランコーナー お年玉プレゼント
レストランにてお食事のお客様に先着で『みかん』をプレゼント
※喫茶品はサービス対象外
※無くなり次第終了

1月1日～3日 スナックコーナー お年玉プレゼント スナックにてお食事のお客様限定で「紅白なます」をサービス

大山PA 上 12月28日～1月6日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント 店内カップコーヒーの購入で「どじょう掬い饅頭」を1個プレゼント ●

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

お年玉プレゼント
お買い物もしくはお食事をされた方に「干支の楊枝入れ」をプレゼント
※《先着50名限定》

●

1月1日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円福袋（お土産品の詰め合わせ）の販売　※《10個限定》 ●

岡山自動車道 高梁ＳＡ 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(2,322円⇒1,600円)　※《25袋限定》（無くなり次第終了） ●

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(2,322円⇒1,600円)　※《15袋限定》（無くなり次第終了） ●

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

広島自動車道 久地PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,620円⇒1,300円)　※《15袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,350円⇒1,080円)　※《15袋限定》
(1,376円⇒1,100円)　※《10袋限定》

1月1日 ショッピングコーナー、スナックコーナーお年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

【※】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。



平成30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

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 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

徳島自動車道上板ＳＡ 上
①1月1～3日
②1月1～3日

①ショッピングコーナー
②スナックコーナー

お年玉プレゼント
①売店利用のご家族のお子様にポチ袋に入れたコインチョコプレゼント
※《先着50名/日》
②お食事されたお客様にみかん1個プレゼント　※《先着100名/日》

●

1月1日～ 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）　※《先着30袋限定》（無くなり次
第終了）

●

1月1～3日 ショッピングコーナー その他
売店スタッフのお正月らしい仮装での賑わい演出
※15時～閉店まで

●

下
①1月1～3日
②1月1～3日
③1月1～3日

①ショッピングコーナー
②スナックコーナー
③レストラン

お年玉プレゼント

①売店利用のご家族のお子様にポチ袋に入れたコインチョコプレゼント
※《先着50名/日》
②お食事されたお客様にみかん1個プレゼント　※《先着100名/日》
③お子様へお菓子のプレゼント

●

12月29日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 2,000円福袋の販売（お土産の詰合せ）　※《限定80個》（無くなり次第終了） ●

吉野川SA 上 1月1～3日 ショッピングコーナー 福袋の販売 1,080円得袋販売　※《1日50個限定》

②1月1～3日
③12月30日～1月3日
④1月1～3日

①ショッピング・スナック・特設
②特設
③スナックコーナー

お年玉プレゼント

①各コーナーご利用のお客様にキャンディーをプレゼント
②特設販売をご利用のお客さまに「愛媛みかん」をプレゼント　※《先着100名）
③スナックをご利用のお客さまにコ「ーヒー無料券」をプレゼント　《先着1日30限
定》

12月28日～1月6日 特設コーナー キャンペーン たこ焼きのたこを2倍に増量して販売

吉野川SA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

店外（正面入口前スペース） キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

高松自動車道
府中湖PA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

店外（正面入口前スペース） キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

府中湖PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,847円⇒1,500円)　※《35袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

豊浜SA 上 1月1～3日
①ショッピングコーナー
②レストラン

お年玉プレゼント

①ショッピングコーナーでお買い上げのお客様に「四国のバラ菓子」をプレゼン
ト　※《各日先着100個》
②おすすめメニュー「讃岐定食」をご注文のお客様にお菓子プレゼント※《各日
先着30個》

●

12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
①讃岐の麺お買得セット1,200円の販売　※《200個限定》（無くなり次第終了）
②四国のお土産菓子のお買得セット1,500円の販売　※《50個限定》（無くなり次
第終了）

●

下 1月1日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
1,000円福袋の販売（菓子の詰め合わせ1300～1500円相当）　※《限定50個》
（無くなり次第終了）

●

12月29日～1月3日 レストラン お年玉プレゼント ご来店のお子様におもちゃプレゼント ●

1月1～3日 特設 キャンペーン 「豊浜チキン」を20％増量キャンペーン ●

松山自動車道石鎚山ＳＡ 上 1月1日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 1,000円～2,000円の福袋（数種類）の販売（無くなり次第終了）

下
1月1～3日
10：00～

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「干支ロールテッシュ1個」プレゼント
　※《限定200個/日》（無くなり次第終了）

●

伊予灘SA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 お得な亀井限定セット1,080円の販売　※《300個限定》（無くなり次第終了）

1月1日 スナックコーナー お年玉プレゼント
スナックコーナーをご利用のお客さまに「みかん」をプレゼント　※《先着100名
様》（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 お得な亀井限定セット1,080円の販売　※《150個限定》（無くなり次第終了）

①1月1日のみ
②1月1～3日

①スナックコーナー
②ショッピングコーナー

お年玉プレゼント

①スナックコーナーをご利用のお客さまに「みかん」をプレゼント　※《先着100名
様》
②ショッピングコーナーで2,000円以上のお買い上げで、菓子(伊予柑タルト・伊
予柑どら巻・栗タルト）のいずれか1個をプレゼント　※《先着各日50名》



平成30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

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 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

高知自動車道馬立PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,242円⇒1,080円)　※《15袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

立川PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,242円⇒1,080円)　※《36袋限定》（無くなり次第終了）

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

南国SA
上

①1月2日　14：00～
②1月3日　14:00～17:00

①屋外
②店舗店内

イベント
①新春餅まきの実施（餅450個・お菓子1,550個　計2,000個）プレゼント
②マジシャン鈴木によるテーブルマジックの開催

●

①②1月1～2日 ①②ショッピングコーナー 福袋の販売

①銘菓商品を詰め合わせ福袋の販売(4,000円相当を2,000円で販売)　※《15/
日限定》
②子供用商品NBの詰め合わせ福袋の販売(1,000円相当を800円で販売)
※《15/日限定》

●

12月28日～1月6日 店内　通路掲示板 その他 岡豊小学校の絵画を展示 ●

下 1月3日 店内　無料休憩所 イベント マジシャン鈴木によるテーブルマジックの開催 ●

1月1日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
1,800円の福袋（お土産品の詰め合わせ）を販売　※《30袋限定》（無くなり次第
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。



平成30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
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 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

関門橋 めかりPＡ 上 1月1～3日 店内ショッピングコーナー 福袋の販売 石村萬盛堂2,200円相当の福袋を1,500円で販売

壇之浦PA 下 12月21日～1月6日 店内ショッピングコーナー その他 角島商品を集めた販売コーナーを開催 ●

九州自動車道 吉志PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,505円⇒1,080円)　※《60袋限定》
(1,838円⇒1,390円)　※《30袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,505円⇒1,080円)　※《40袋限定》
(1,838円⇒1,390円)　※《40袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

須恵PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

店外（正面入口前スペース） キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

店外（正面入口前スペース） キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

古賀ＳＡ 上
1月1日
10：00～

ショッピングコーナー(売店レジ) お年玉プレゼント 干支（いのしし）のキーホルダーをプレゼント　※《先着200名限定》 ●

①②12月28日～1月6日
①ショッピングコーナー
②ベーカリーコーナー

その他
①イルミネーション関連商品のコーナーの開催
②カレーパングランプリ2018金賞受賞の「佐賀牛カレーパン」等の商品を販売

●

下 12/29～12/30 店内特設ブース イベント 2,000円以上お買上・飲食ご利用のお客様を対象に「年末ガラガラくじ大抽選会」を開催 ●

12/26～ タリーズコーヒー 福袋の販売
タリーズコーヒーにて限定ハッピーバックの販売
（3,000円×40個、5,000円×10個、10,000円×20個）　（無くなり次第終了）

●

1月1日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント 使い捨てカイロのプレゼント　※《先着300名限定》 ●

基山PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,500円⇒1,080円)　※《250袋限定》
(1,838円⇒1,380円)　※《50袋限定》
(2,592円⇒2,480円)　※《10袋限定》

●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(1,838円⇒1,390円)　※《1,000袋限定》（無くなり次第終了） ●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

基山PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

店外（正面入口前スペース） キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

広川ＳＡ 上
①12月31日
②1月1日

①レストラン
②ショッピングコーナー

お年玉プレゼント
①年末に甘酒のプレゼント　※《先着100名限定》
②3,000円以上お買上げのお客様に「干支キーホルダー」をプレゼント　※《先着100名
限定》

1月1～3日 スナックコーナー イベント 「うどん・そば」購入のお客様に「紅白かまぼこ」をサービス

下 1月1～3日 レストラン「古蓮」 お年玉プレゼント レストラン「古蓮」に来店のお子様へグッズをプレゼント ●

山川PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,838円⇒1,390円)　※《20袋限定》
(2,628円⇒2,000円)　※《15袋限定》
(1,200円⇒1,000円)　※《15袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,550円⇒1,080円)　※《30袋限定》
(2,046円⇒1,600円)　※《20袋限定》
(2,592円⇒2,000円)　※《20袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

玉名PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(2,260円⇒1,800円)　※《140袋限定》
(1,360円⇒1,088円)　※《40袋限定》

●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

玉名ＰＡ
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

玉名PA 下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,300円⇒1,080円)　※《40袋限定》
(2,100円⇒1,500円)　※《60袋限定》
(2,500円⇒2,000円)　※《65袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）



平成30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
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 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

九州自動車道
玉名PA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

北熊本ＳＡ 上 12月29～1月6日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント
冷蔵品・冷凍品を合計2,500円以上お買上げの方に、「保冷バッグ」と「保冷材」をプレゼ
ント　※《250個限定、無くなり次第終了》

1月1日～1月14日 ショッピングコーナー 福袋の販売 くまモングッズ入り福袋の販売　2,000円≪50個限定、無くなり次第終了≫

下 12月15日～2月28日 ショッピングコーナー キャンペーン
レストラン・特設の「税込500円」以上お買上レシートの提示で、売店店内で販売している
対象商品（クラフトボス）1本を「50円引き」するキャンペーンを実施

緑川PA 上 12月10日～1月14日 ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋販売(1,500円)の販売　※《売切れ次第終了》

下 12月10日～1月14日 ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋販売(1,500円)の販売　※《売切れ次第終了》

宮原ＳＡ 上 12月15日～2月28日 ショッピングコーナー キャンペーン
レストラン・特設の「税込500円」以上お買上レシートの提示で、売店店内で販売している
対象商品（クラフトボス）1本を「50円引き」するキャンペーンを実施

●

下
①12月15日～2月28日
②12月28日～1月6日
③12月28日～1月6日

①ショッピングコーナー
②テイクアウトコーナー

福袋の販売

①レストラン・特設の「税込500円」以上お買上レシートの提示で、売店店内で販売して
いる対象商品（クラフトボス）1本を「50円引き」するキャンペーンを実施
②お正月向けくまモングッズ入り福袋の販売
③まる味屋珈琲店にてコーヒー福袋2,019円の販売 ※≪50個限定、無くなり次第終了
≫

●

山江ＳＡ
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

①1月1～3日
②1月1～3日
③12月31日9：00～11：00

①～③スナックコーナー お年玉プレゼント
①「うどん・そば」全品に紅白かまぼこ（各１枚）をプレゼント
②天かすをカウンターサービス
③お食事利用者限定で「おしるこ」プレゼント

●

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

①1月1～3日
②1月1～3日
③12月31日9：00～11：00

①～③スナックコーナー お年玉プレゼント
①「うどん・そば」全品に紅白かまぼこ（各１枚）をプレゼント
②天かすをカウンターサービス
③お食事利用者限定で「おしるこ」プレゼント

●

えびのPA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(5,400円⇒3,000円)　※《25袋限定》
(3,456円⇒2,000円)　※《30袋限定》
(3,564円⇒2,000円)　※《25袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売

福袋の販売（無くなり次第終了）
(2,268円⇒1,500円)　※《30袋限定》
(2,916円⇒2,000円)　※《10袋限定》
(2,160円⇒1,500円)　※《10袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

桜島ＳＡ 上 1月1日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円の福袋を販売　※《30個限定、無くなり次第終了》 ●

下 12月30日～1月6日 ショッピングコーナー 福袋の販売 3,000円の福袋を販売　※《40個限定、無くなり次第終了》

長崎自動車道 金立ＳＡ 上 12月29～30日 店外特設テント イベント 金立マルシェ、年末のイベントを開催 ●

1月1日
11:00～

ショッピングコーナー
新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いぜんざいをプレゼント　※《先着100名限定》 ●

1月1日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント お子様用へ「プチプレゼント」をプレゼント ●

下
12月31日
10：00～

ショッピングコーナー
新春ぜんざいの
振る舞い

振る舞いおしるこをプレゼント　※《先着150名限定》 ●

長崎自動車道 多久西PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,836円⇒1,500円)　※《30袋限定》
(1,301円⇒1,088円)　※《20袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,637円⇒1,080円)　※《50袋限定》
(1,469円⇒1,200円)　※《25袋限定》

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了）

川登ＳＡ 上 1月1日
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
干支（いのしし）キーホルダーを先着200名にプレゼント
※《先着200名（レストラン50名、スナック50名、ショッピング100名）》

下 1月1日 店内ショッピングコーナー イベント
【絵馬に願いを2019イベント】
今年の抱負を絵馬に書いてもらい、レジに持ってきていただいたお客様にもれなくショッ
ピングコーナーで使える「50円割引券」を進呈



平成30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
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 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

長崎自動車道 大村湾PA 上 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売 福袋の販売(2,354円⇒2,000円)　※《50袋限定》（無くなり次第終了） ●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

下 12月28日～ ショッピングコーナー 福袋の販売
福袋の販売（無くなり次第終了）
(1,500円⇒1,080円)　※《40袋限定》
(2,500円⇒1,500円)　※《15袋限定》

●

1月1日
ショッピングコーナー、スナックコー
ナー

お年玉プレゼント 来店したお客様に「みかん」を1つプレゼント（無くなり次第終了） ●

大分自動車道 山田ＳＡ 下 12月28日～1月3日 スナックコーナー お年玉プレゼント
スナックコーナーでお食事のお客様に店外テイクアウトコーナーの雪見だいふく商品に
利用できる「50円割引クーポン券」をプレゼント

●

12月28日～1月3日 店外テイクアウトコーナー キャンペーン ポテトの購入で20％増量キャンペーンを実施 ●

東九州自動車道
今川PA
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

上

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

下

①12月3日～1月6日
②12月3日～1月14日
③12月10日～1月13日
④12月17日～1月6日
⑤12月20～25日
⑥12月25～30日
⑦12月25日～1月3日

①～⑦ショッピングコーナー キャンペーン

①「防寒用品（手袋等）」全品nanaco50ポイント付与
②「ホカロン10個パック」nanaco50ポイント付与（3アイテム）
③「電気小物（携帯電話用充電器等）」nanaco60-300ポイント付与
④「眠気対策ドリンク」nanaco20-40ポイント付与
⑤2本まとめて買うと80-160ポイント付与（3アイテム）
⑥フライヤー揚げ鶏・ななチキ・ローストチキン20円引（4本買うと100円引）
⑦350円以上の弁当・ﾁﾙﾄﾞ弁当・御飯・寿司・おにぎり50円引

●

宮崎自動車道 霧島ＳＡ 上
1月1日
9：00～

ショッピング入口付近
新春ぜんざいの
振る舞い

ご来店のお客様に「ぜんざい」のサービスを実施　※《100～200個限定》

下 1月1日～売切次第終了 ショッピングコーナー 福袋の販売 2,000円の福袋を販売　※《50個限定》 ●

1月1日
9：00～

ショッピング入口付近
新春ぜんざいの
振る舞い

新春ぜんざい振舞いの実施　※《300杯》 ●

山之口ＳＡ 上 1月1～3日 ショッピングコーナー 福袋の販売 2,000円の福袋販売(食用土産品の詰合せ) 　※《20個限定》

下 12月28日～1月6日 ショッピングコーナー 福袋の販売 宮崎のお菓子を詰め合わせにした特別袋の販売

沖縄自動車道 伊芸ＳＡ 上 1月1日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント 干支（いのしし）キーホルダーをプレゼント　※《先着50名限定》 ●

1月1日　7：00～7：30
(日の出頃)

屋外 イベント
子どもたちによる獅子舞の演舞の開催
※雨天中止

●

下 1月1日 ショッピングコーナー お年玉プレゼント 干支（いのしし）キーホルダーをプレゼント　※《先着50名限定》

中城PA 上 1月1日
①ショッピングコーナー
②スナックコーナー

お年玉プレゼント
①干支（いのしし）キーホルダーをプレゼント　※《先着50名限定》
②お食事をご利用のお客様に「みかん」をプレゼント　※《先着50名限定》

下 1月1日
①ショッピングコーナー
②スナックコーナー

お年玉プレゼント
①干支（いのしし）キーホルダーをプレゼント　※《先着50名限定》
②お食事をご利用のお客様に「みかん」をプレゼント　※《先着50名限定》

●

【※】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。


