令和元年 8 月 23 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

『西 イチグルメ決 定 戦 〜食 べる、肉 EXPO〜』エントリーメニュー決 定 ！
〜8 月 29 日 からブロック予 選 開 幕 〜
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）が 8 月 29 日（木）から開催するメニューコンテス
ト『西イチグルメ決定戦〜食べる、肉 EXPO〜』のブロック予選のエントリーメニューが決定しました。
期間中におけるお客さまの実食数等により、ブロック大会（関西・中国・四国・九州）へ進出するメニューが
決定します。この機会に自慢の肉料理をぜひご堪能ください！
※エントリーメニュー、大会スケジュールの詳細は別紙をご参照ください。
【実施期間】2019年8 月29 日
（木）〜10 月31 日
（木）

全

87品の

肉料理！

西日本の SA・PA でエントリーメニューを販売

期 間 中 の人 気 メニューは・・・
（お客 さまの実 食 数 等 ）

祝

ブロック大会出場決定
貴方の一食で勝敗が決まる！？
このほかにも
メニューは多数！

一．対象エリアに立ち寄ろう！
一．肉グルメを無心で頬張ろう！
一．肉カードで豪華賞品に応募しよう！
一．食した肉グルメの予選突破を祈ろう！
食べて集めて応募！
！

肉カード

神戸牛など豪華賞品をGET しよう！
！
※期間中、対象メニューをご注文のお客さまに配布

豪華景品が
当たる！

○食べて集めて応募！

肉カード

エントリーメニューをご注文いただいたお客さま 1 食につき 1 枚プレゼント。
集めて応募すると、抽選で豪華賞品が当たるチャンス！！
配布期間：8 月 29 日（木）〜10 月 31 日（木）
※ニクの日（8 月 29 日、9 月 29 日、10 月 29 日）は
2 枚プレゼント！
肉カード

キャンペーン応募期限：2019 年 11 月 7 日（木）

【内 容】 （各コースへの重複利用はできませんのでご注意ください）
◆5 枚応募コース・・・「神戸牛ステーキ・すき焼き・しゃぶしゃぶ用」
抽選で 10 名さま
◆3 枚応募コース・・・「鹿児島黒豚食べ比べセット」
抽選で 20 名さま
＜応募方法＞
各ＳＡ・ＰＡにて配布する応募用紙（右記）に、必要事項を記入
し、肉カードを同封の上、郵便ポストに投函してください。
◆1 枚クーポンコース・・・ショッピングコーナーで 100 円分の割引
クーポンとして使えます
※NEXCO 西日本管内のエントリーメニューを提供する SA・PA
で利用可能です。
※肉カードはご利用後にレジで回収します

この件に関するお問い合わせは、
西日本高速道路サービス・ホールディングス

広報課

応募用紙

伊藤、大庭 TEL：06-7175-8118
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西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（関西ブロック） ※価格は税込
新名神高速道路

宝塚北SA

名神高速道路 大津SA（上り線）

黒どり白湯スープ小玉セット
♯1 ♯980円 ♯フードコート
♯丹波黒どり
♯旨味・甘味を凝縮
♯季節を問わず食べたくなる

♯4 ♯980円 ♯レストラン
♯京都ぽーく
♯トンテキ風にアレンジ
♯甘辛味噌でご飯がすすむ

中国自動車道 加西SA（上り線）

黒田庄和牛玉手箱
♯7 ♯1,890円 ♯レストラン
♯黒田庄和牛 ♯三田ポーク
♯淡路玉ねぎ
♯開けてびっくりの豪華二段

逢味の近江牛
せいろ蒸し膳

近江肉天3種盛り
♯2 ♯1,980円 ♯レストラン
♯滋賀県産豚ロース
♯近江牛 ♯近江黒鶏
♯食べ応えも十分

名神高速道路 吹田SA（上り線）

『京都ぽーく』の甘辛トンテキ定食

名神高速道路 大津SA（下り線）

♯3 ♯2,340円 ♯レストラン
♯近江牛
♯贅沢なせいろ蒸し
♯コロッケ・しぐれ煮も近江牛なんです

中国自動車道 西宮名塩SA（上り線）

神戸牛と国産豚のハンバーグ丼
♯5 ♯1,680円 ♯レストラン
♯神戸牛 国産豚
♯和風ソースであっさり
♯でもしっかりした食べ応え
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中国自動車道 加西SA（下り線）

神戸ビーフお殿様ご膳
♯8 ♯1,860円 ♯レストラン
♯神戸ビーフ
♯雲丹や卵と一緒に
♯口いっぱいに広がるハーモニー

中国自動車道 西宮名塩SA（下り線）

官兵衛の兵庫五国花籠御膳
♯6 ♯1,890円 ♯レストラン
♯神戸牛 ♯播州百日どり
♯三田ポーク
♯兵庫五国の魅力が詰まった花籠
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山陽自動車道 三木SA（上り線）

兵庫の恵み 兵庫県産和牛の陶板
焼きと神戸ﾋﾞｰﾌの変りコロッケ
♯9 ♯1,580円 ♯レストラン
♯兵庫県産和牛 ♯神戸ビーフ
♯トマトコロッケ
♯レモンと和牛が絶妙の相性

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（関西ブロック） ※価格は税込
山陽自動車道 三木SA（下り線）

山陽自動車道 龍野西SA（上り線）

淡路産牛サーロインの炙り焼き
（焼き野菜と揚げピッツア添え）
♯10 ♯1,680円 ♯レストラン
♯淡路産牛
♯3種類の食感を楽しむ
♯バーニャソースで味に変化を

♯13 ♯1,000円 ♯スナックコーナー
♯ヤマトポーク
♯旨辛の豚キムチ
♯料理長渾身の豚天

阪和自動車道 岸和田SA（下り線）

味めぐり三彩膳
〜大和・紀州路をめぐる〜
♯16 ♯1,200円 ♯レストラン
♯大和牛 ♯ヤマトポーク
♯紀州うめどり
♯がっつりいける、シェアしても楽しい

播磨のBeef・Pork・Ｃhicken
肉膳

神戸牛のひつまぶし
♯11 ♯1,980円 ♯レストラン
♯神戸牛
♯ローストビーフをひつまぶし風
♯食べ方を変えて楽しむ

西名阪自動車道 香芝SA（上り線）

ヤマトポーク定食

山陽自動車道 龍野西SA（下り線）

♯12 ♯1,580円 ♯レストラン
♯志方牛 ♯桃色吐息豚
♯百日どり
♯播磨地方で愛される食材大集合

西名阪自動車道 香芝SA（下り線）

阪和自動車道 岸和田SA（上り線）

柔らか犬鳴豚と
茸のスタミナ丼

大和牛の彩りキーマカレー
♯14 ♯980円 ♯スナックコーナー
♯大和牛
♯口どけ最高の上質な味わい
♯鉄板トッピング半熟卵
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阪和自動車道 紀ノ川SA（上り線）

ひらけ！紀州のお肉
三種盛り膳
♯17 ♯1,680円 ♯レストラン
♯熊野牛 ♯紀州うめぶた
♯紀州うめどり
♯和歌山にも美味しいお肉あります

♯15 ♯1,100円 ♯レストラン
♯犬鳴豚
♯泉州水茄子漬
♯じっくり3時間煮込んでます
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阪和自動車道 紀ノ川SA（下り線）

みぞれとんかつ御膳
♯18 ♯1,480円 ♯レストラン
♯すさみ豚
♯たっぷりの刻み葱
♯釜揚げシラスで箸休め

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（関西ブロック） ※価格は税込
舞鶴若狭自動車道

西紀SA（上り線）

丹波篠山大地の恵み
三宝集い膳
♯19 ♯2,200円 ♯レストラン
♯但馬牛 ♯八鹿豚 ♯丹波地どり
♯器は丹波焼
♯目で見て味わう小京都

舞鶴若狭自動車道 六人部PA（下り線）

丹波黒どりの炭焼き夜久野そばと
炊き込みご飯セット
♯22 ♯1,100円 ♯スナックコーナー
♯丹波黒どり
♯香ばしい炭焼き
♯和食の黄金コンビ

舞鶴若狭自動車道

西紀SA（下り線）

旅路の祝い膳 『丹波の霜ふる頃』
〜想いと趣の玉手箱〜
♯20 ♯1,380円 ♯レストラン
♯但馬牛 ♯氷上高ポーク
♯雪姫ポーク ♯丹波地どり
♯丹波への旅行気分を味わって

第二神明道路 明石SA（下り線）

三田ポークの洋風焼き
♯23 ♯1,980円 ♯レストラン
♯三田ポーク
♯ソースは2種類
♯分厚さと柔らさの両立が見事

舞鶴若狭自動車道

六人部PA（上り線）

三田ポークのスタミナ丼と
ミニうどんセット
♯21 ♯1,280円 ♯スナックコーナー
♯三田ポーク
♯ボリューム満点
♯自家製だしのミニうどんも自慢

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（中国ブロック） ※価格は税込
中国自動車道 上月PA（上り線）

中国自動車道 上月PA（下り線）

ワイルド シシすき焼き！
♯1 ♯1,100円 ♯スナックコーナー
♯イノシシ肉
♯田舎・山をイメージしてます
♯ワイルドに頬張る肉グルメ

シカの竜田揚げサラダ重
♯2 ♯1,100円 ♯スナックコーナー
♯鹿肉
♯オリジナルソースと相性抜群
♯お重からはみ出す迫力

中国自動車道 勝央SA（下り線）

中国自動車道 大佐SA（上下線）

ピーチポーク
パラグライダープレート
♯7 ♯1,100円 ♯レストラン
♯岡山県産ピーチポーク
♯やわらかくてジューシー
♯疲れも飛ぶうまさ

ごんご膳
♯3 ♯1,980円 ♯レストラン
♯なぎビーフ
♯ご飯おかわりが欲しくなる
♯地元のご馳走との出会い

中国自動車道 真庭PA（上り線）

中国自動車道 真庭PA（下り線）

備豚だらけの
ピリ辛鉄板焼き定食

晴れの国 岡山の美肉三昧
♯4 ♯2,020円 ♯レストラン
♯なぎビーフ
♯陶板焼き
♯岡山の美味に舌も大喜び

中国自動車道 勝央SA（上り線）

♯5 ♯1,200円 ♯スナックコーナー
♯備豚
♯肉だらけの鉄板焼き
♯食いしん坊のあなたへ
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中国自動車道 七塚原SA（上り線）

ヒバゴンの玉手箱
〜比婆牛赤身肉ステーキ
瀬戸内レモンソースで〜
♯8 ♯1,800円 ♯レストラン
♯比婆牛
♯コク深いもも肉ステーキ
♯レモンソース、最高です

岡山県産牛肉ネギネギ
焼肉ステーキ定食
♯6 ♯1,350円 ♯スナックコーナー
♯岡山県産牛
♯地元真庭で育った玉ねぎ
♯ご飯が止まらねえ
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中国自動車道 七塚原SA（下り線）

比婆の里贅沢彩り肉御膳
♯9 ♯1,800円 ♯レストラン
♯比婆牛 ♯瀬戸もみじ豚 ♯広島鶏
♯贅沢な握り
♯里山の四季の彩り

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（中国ブロック） ※価格は税込
中国自動車道 本郷PA（上下線）

廣島赤鶏ＶＳ青鬼
♯10 ♯1,080円 ♯スナックコーナー
♯廣島赤鶏
♯こだわりのたれ「青鬼」
♯抜群の相性を実感してください

中国自動車道 安佐SA（上り線）

黄花の瀬戸もみじ豚ハンバーグ
♯11 ♯1,800円 ♯レストラン
♯瀬戸もみじ豚
♯卵の花
♯口福から幸福へ

中国自動車道 吉和SA（上下線）

鹿野高原豚のロコモコ風丼

♯13 ♯1,300円 ♯スナックコーナー
♯鹿野高原豚
♯おろし醤油とおろしわさび
♯丼なのにさっぱり食べれる

♯14 ♯1,080円 ♯スナックコーナー
♯鹿野高原豚
♯生姜焼き ♯ハンバーグ ♯ウインナー
♯こんな贅沢丼見たことない

長萩和牛のステーキ丼
♯16 ♯2,200円 ♯フードコート
♯長萩和牛
♯わさびや岩塩でさっぱりと
♯素材の旨味を楽しみませんか

瀬戸内六穀豚の贅沢三種盛
〜美豚のコンフォート〜
♯12 ♯1,680円 ♯レストラン
♯瀬戸内六穀豚
♯見た目も色鮮やか
♯三種の異なる味を楽しむ

中国自動車道 鹿野SA（上下線）

鹿野高原豚の和風ヒレかつ丼

中国自動車道 美東SA（下り線）

中国自動車道 安佐SA（下り線）
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山陽自動車道 吉備SA（上り線）

きび太郎物語
♯17 ♯1,850円 ♯レストラン
♯なぎビーフ ♯森林どり
♯ピーチポーク
♯肉で表現する桃太郎伝説

中国自動車道 美東SA（上り線）

見蘭牛ステーキセット
♯15 ♯2,500円 ♯フードコート
♯見蘭牛
♯柔らかステーキ
♯低温加熱調理で旨味たっぷり
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山陽自動車道 吉備SA（下り線）

鬼ノ城 えにし御膳
♯18 ♯2,500円 ♯レストラン
♯黒毛和牛 ♯森林どり
♯ピーチポーク
♯「鬼ノ城」を中心に
♯お料理で歴史のお散歩

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（中国ブロック） ※価格は税込
山陽自動車道 福山SA（上り線）

山陽自動車道 福山SA（下り線）

神石牛ステーキ＆
ローストビーフ野菜添え

なかやま牛の麻婆ハンバーグ
♯19 ♯1,450円 ♯レストラン
♯なかやま牛
♯新感覚
♯麻婆をかけて食す

♯20 ♯2,500円 ♯レストラン
♯神石牛
♯大自然の中で育ちました
♯素材本来の味をご賞味あれ

山陽自動車道 小谷SA（下り線）

山陽自動車道 下松SA（上り線）

長州Nikuの陣
♯25 ♯1,980円 ♯レストラン
♯高森牛
♯NIKUのおもてなし膳
♯腹が減っては戦ができぬ

牛 肉団子とキノコの
石鍋ビーフシチュー
♯21 ♯2,250円 ♯レストラン
♯広島県産和牛
♯こだわりの東広島の食材
♯五感で楽しむ逸品

山陽自動車道 宮島SA（上り線）

竹原峠下牛ローストビーフとたっぷり
大葉のスーパーフードコラボ丼
♯22 ♯1,980円 ♯レストラン
♯峠下牛
♯高たんぱく
♯旨味たっぷり丼

山陽自動車道 小谷SA（上り線）

誓いの三矢盛り
♯23 ♯2,500円 ♯レストラン
♯広島産和牛
♯ローストビーフ ♯ステーキ ♯コーネ
♯広島で愛される味がてんこ盛り
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山陽自動車道 下松SA（下り線）

長州・鹿野のよくばりグリルプレート
♯26 ♯2,310円 ♯レストラン
♯鹿野高原牛 ♯長州鶏
♯鹿野高原豚
♯よくばりセットで満腹じゃ

山陽自動車道 宮島SA（下り線）

お肉御膳
〜広島の食肉に心を込めて〜
♯24 ♯2,180円 ♯レストラン
♯F1牛 ♯瀬戸もみじ豚 ♯廣島赤鶏
♯和洋折衷
♯広島県産「牛・豚・鶏」ここに集結
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米子自動車道 蒜山高原SA（上り線）

蒜山の恵み御膳
♯27 ♯2,200円 ♯レストラン
♯鳥取県産黒毛和牛
♯岡山と鳥取の県境
♯蒜山らしさを感じよう

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（中国ブロック） ※価格は税込
米子自動車道

蒜山高原SA（下り線）

米子自動車道 大山PA（上り線）

ジャージー牛
「牛かつ」プレート

おやまの玉手箱〜DAISEN〜

♯28 ♯1,300円 ♯レストラン
♯ジャージー牛
♯特製デミグラスソース
♯みんな大好き洋食の定番

♯29 ♯1,500円 ♯スナックコーナー
♯大山どり ♯大山豚
♯東伯牛
♯食の楽しみ詰まる玉手箱

浜田自動車道 寒曳山PA（上り線）

芸北高原豚の寒曳山豚丼
♯30 ♯980円 ♯レストラン
♯芸北高原豚
♯大朝米
♯ネギ油の香りで食欲倍増

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（四国ブロック）
徳島自動車道 上板SA（上り線）

徳島自動車道 上板SA（下り線）

徳島三畜の贅沢天ぷらと
たらいうどんセット
♯1 ♯1,980円 ♯レストラン
♯徳島県産牛 ♯阿波金時豚
♯阿波尾鶏
♯たらいうどん
♯なんとも贅沢な組み合わせ

高松自動車道 豊浜SA（上り線）

松山自動車道 石鎚山SA（下り線）

「伊予のお肉のお福御膳」
〜芋たきもお福飯も一緒に、
みんなHappy〜

♯7 ♯1,890円 ♯レストラン
♯伊予牛 ♯レモンポーク ♯松山どり
♯芋たき
♯皆さまにHAPPYを

阿波尾鶏のすだち香る
チリソース
♯3 ♯900円 ♯スナックコーナー
♯阿波尾鶏
♯チリソース
♯ピリ辛がクセになるんです

高松自動車道 豊浜SA（下り線）

すき焼き風
肉温ぶっかけうどん

まんでがん讃岐
♯4 ♯1,580円 ♯レストラン
♯オリーブ牛 ♯オリーブ豚
♯オリーブ地鶏
♯香川の旨い肉
♯一皿で讃岐三畜全てを楽しむ

徳島自動車道 吉野川SA（上り線）

阿波尾鶏天ぷら定食
♯2 ♯1,080円 ♯スナックコーナー
♯阿波尾鶏
♯すだちの香りを堪能
♯老若男女問わずおススメ

♯5 ♯980円 ♯レストラン
♯香川県産牛
♯甘辛い絶妙な味付け
♯定番でもやっぱりうどんが最高

8

松山自動車道 伊予灘SA（上り線）

松山どり のチキン南蛮
(はちみつレモン風味)
♯8 ♯950円 ♯スナックコーナー
♯松山どり
♯ハチミツレモンが隠し味
♯なんとポンジュースで下味をつけてます

※価格は税込

松山自動車道 石鎚山SA（上り線）

白椿
（愛媛のうまいもん食べ比べ）
♯6 ♯1,500円 ♯フードコート
♯伊予牛 ♯媛ポーク ♯松山どり
♯ブランド肉三種
♯野菜たっぷり女性も大満足

9

松山自動車道 伊予灘SA（下り線）

媛ポークと甘夏ミカンの
あっさり酢豚定食
♯9 ♯1,200円 ♯スナックコーナー
♯媛ポーク
♯甘夏ミカンであっさり
♯彩り豊か

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（四国ブロック）
高知自動車道 南国SA（上り線）

四万十ポークのステーキ
〜トマトソース添え〜

♯10 ♯1,780円 ♯レストラン
♯四万十ポーク
♯ジューシーさはピカイチ
♯お腹いっぱい間違いなし

8

高知自動車道 南国SA（下り線）

四万十ロースカツ定食
♯11 ♯1,280円 ♯スナックコーナー
♯四万十ポーク
♯さっぱりおろしで仕上げました
♯もっちり食感のブランド豚がたまらない

※価格は税込

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（九州ブロック） ※価格は税込
九州自動車道 古賀SA（上り線）

九州自動車道 古賀SA（下り線）

福岡県産ふくふく牛のひつまぶし御膳
〜重なるぜいたく 至福の一膳〜

極旨☆博多スターハンバーグ定食

♯1 ♯1,980円 ♯レストラン
♯福岡県産ふくふく牛
♯うなぎを超えた
♯実は添え物の小鉢もすごい

♯2 ♯1,380円 ♯フードコート
♯博多和牛 糸島豚 はかた一番どり
♯博多の星
♯ハンバーーーーーーグ

九州自動車道 広川SA（下り線）

酉〜はかた地どりづくし
♯4 ♯1,480円 ♯レストラン
♯はかた地どり
♯郷土鶏料理
♯噛むほどに増す旨味

九州自動車道 宮原SA（上り線）

くまもと三昧あか牛ストロガノフと
馬肉メンチカツ
♯7 ♯1,380円 ♯レストラン
♯あか牛 馬肉
♯ストロガノフ
♯ご飯に染み込む「うま味」

九州自動車道 広川SA（上り線）

八女もち豚三昧御膳
♯3 ♯2,500円 ♯レストラン
♯八女もち豚
♯もち豚のきめの細かさ
♯デザート付いてます

九州自動車道 北熊本SA（下り線）

九州自動車道 北熊本SA（上り線）

あか牛の牛かつ御膳
〜ごまの香り揚げと呉汁を添えて〜
♯5 ♯1,980円 ♯レストラン
♯あか牛
♯畜産王国熊本
♯トマトやナスはおまけじゃない
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九州自動車道 宮原SA（下り線）

あか牛茶漬け
♯8 ♯1,880円 ♯スナックコーナー
♯あか牛
♯珍しい肉茶漬け
♯お肉だけどさらさらいける

熊本県産肉三昧高菜オムライス
♯6 ♯1,580円 ♯レストラン
♯あか牛 りんどうポーク
♯大阿蘇鶏がアクセント
♯オムライスが嫌いな人はいない

9

九州自動車道 桜島SA（上り線）

黒豚と桜島どりのダブル丼
♯9 ♯1,050円 ♯レストラン
♯黒豚 桜島どり
♯高校生コラボメニュー
♯味も料理も大噴火

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（九州ブロック） ※価格は税込
九州自動車道 桜島SA（下り線）

長崎自動車道 金立SA（上り線）

桜島三種の肉盛り御膳

金星佐賀豚★
金立レモンステーキ

♯10 ♯2,160円 ♯レストラン
♯黒豚 黒毛和牛 桜島鶏
♯真っ黒の絶品溶岩塊「から揚げ」
♯鹿児島の魅力全部乗せ

♯11 ♯1,380円 ♯レストラン
♯金星佐賀豚
♯佐賀の大地が極上の肉を育む
♯あぁご飯がもっと欲しい

長崎自動車道 川登SA（上り線）

大分自動車道 山田SA（下り線）

三連肉焼きしゃぶご当地めぐり
〜九州醤油仕立て〜
♯16 ♯1,480円 ♯フードコート
♯福岡筑前あさくらの牛
♯熊本大阿蘇どり
♯大分九重 夢 ポーク

佐賀を牛〜っと口福御膳
♯12 ♯1,980円 ♯レストラン
♯佐賀牛
♯佐賀の食材にこだわって
♯メニュー名にもこだわってます

長崎自動車道 川登SA（下り線）

佐賀の恵み＆長崎の香り
「一汁三肉膳」
♯13 ♯2,138円 ♯レストラン
♯佐賀県産黒毛和牛
♯佐賀県産若楠ポーク ありたどり
♯長崎・佐賀地方の「だご汁」

長崎自動車道 金立SA（下り線）

大分自動車道 山田SA（上り線）

ありたどりチキン南蛮

おおいた豊後牛のハンバーグ
和風ソースかけ

♯14 ♯980円 ♯スナックコーナー
♯ありたどり
♯柔らかくジューシー
♯自家製タルタルソースを堪能

♯15 ♯1,380円 ♯スナックコーナー
♯おおいた豊後牛
♯和風
♯ハンバーグと目玉焼き 感動コラボ

8

東九州自動車道 別府湾ＳＡ（上下線）

豊のしゃもと椎茸の
クリームパスタ
♯17 ♯1,450円 ♯レストラン
♯豊のしゃも
♯クリームソース
♯コクのある深い味わい

9

宮崎自動車道 霧島SA（上り線）

肉の王国よくばり丼
♯18 ♯1,280円 ♯レストラン
♯宮崎牛 黒豚 赤鳥
♯スタミナつけるぞ
♯これで猛暑を乗り切るぞ

西イチグルメ決定戦〜食べる、肉EXPO〜 出品メニュー（九州ブロック） ※価格は税込
宮崎自動車道 霧島SA（下り線）

骨付きびっくりチキンカツ丼
♯19 ♯980円 ♯レストラン
♯桜姫鶏
♯南蛮酢
♯豪快にかぶりついちゃって！

沖縄自動車道 伊芸SA（上り線）

やんばるあぐーソテー
♯22 ♯1,890円 ♯レストラン
♯山原豚（あぐー肉）
♯甘みのある脂身
♯ソテーで味わう

宮崎自動車道 山之口SA（上り線）

アジア飯
宮崎うめっちゃガパオ
♯20 ♯1,300円 ♯スナックコーナー
♯宮崎県産豚
♯食欲をそそるスパイス
♯南国を感じる飯

沖縄自動車道 伊芸SA（下り線）

あぐーステーキ
♯23 ♯1,800円 ♯レストラン
♯山原豚（あぐー肉）
♯甘みのある脂身
♯ステーキで味わう

宮崎自動車道 山之口SA（下り線）

香味混同
宮崎肉みそまぜ麺
♯21 ♯950円 ♯スナックコーナー
♯宮崎県産豚
♯タルタルソース
♯肉みその存在感たっぷり

別紙

「肉グルメ」

テーマ
ブロック予選

●実施期間 ： 令和元年 8 月 29 日（木）〜10 月 31 日（木）
●実施方法 ： エントリーメニューを販売し、期間中のお客さまの
ご利用実績をもとに、ブロック大会へ進出する
店舗を決定。

肉カード！！
※期間中、対象メニューを
ご注文のお客さまに配布

ブ

●実施方法 ： ブロック予選から勝ちあがったメニューを審査員が実食審査を行い、
優秀な成績を収めたメニューから本選大会へ進出する店舗を決定。
（一般の方は入場できません）
※記者さまは全会場とも入場可能です。試食もご用意しますので、ぜひ取材をお願いします。

ロ
ッ
ク

≪関西ブロック≫

≪中国ブロック≫

○開 催 日
○開催場所

○開 催 日
○開催場所

令和元年 12 月 5 日（木）
ハグミュージアム

令和元年 12 月 4 日（水）
広島クッキングスクール

大
会

≪四国ブロック≫

≪九州ブロック≫

○開 催 日
○開催場所

○開 催 日
○開催場所

令和元年 12 月 3 日（火）
ピポット高松

令和元年 11 月 19 日（火）
明治屋クッキングスタジオ
HAKATA

本選大会

○実施方法 ： ブロック大会から勝ち上がったメニューを審査員が実食審査
○開 催 日 ： 令和 2 年 2 月 4 日（火）
○開催場所 ： ハグミュージアム（大阪府大阪市西区千代崎 3 丁目南 2 番 59 号）
（一般の方は入場できません）
※記者さまは入場可能です。試食もご用意しますので、ぜひ取材をお願いします。

西イチ No .1肉グルメが 決定！

