
令和元年度　夏のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区）
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 8/10～8/18 特設テント（店外） キャンペーン オリジナルコロッケセット販売（3個で50円引き、5個で100円引き）

下 8/10～8/18 特設テント（店外） キャンペーン オリジナルコロッケセット販売（3個で50円引き、5個で100円引き）

大佐SA 上 8/15 レストラン プレゼント企画 「キッズラーメン」ご注文のお子さまにパックジュース1個サービス（※先着30名様）

下 8/15 レストラン プレゼント企画 「キッズラーメン」ご注文のお子さまにパックジュース1個サービス（※先着30名様）

勝央SA 上 8/10～8/18 ショッピングコーナー イベント くらや限定詰め合わせセットの販売（※各日限定10セット） ●

8/10～8/18 レストラン イベント 地元・勝央町「スイーツ祭り」に参加し桃のスイーツを販売 ●

8/13～8/16 レストラン プレゼント企画 塩あめプレゼント（※各日先着100名様） ●

8/13～8/16 特設コーナー（店外） プレゼント企画 お子さま連れのお客さまにおもちゃプレゼント（※各日先着50名様） ●

8/10～8/18 特設テント（店外） イベント 津山ホルモンうどん・なぎビーフ牛串・豚串の実演販売

下 8/10～8/12 レストラン プレゼント企画 「勝とじうどん」をお召し上がりのお客さまに光るうちわのプレゼント（※先着120名様）

8/10～8/13 スナックコーナー プレゼント企画 トッピングソフトをお買い上げのお客さまにスヌーピー扇子をプレゼント（※先着120名様）

8/8～8/15 ショッピングコーナー お得袋 和菓子の詰め合わせ袋を販売

上月PA 上 8/10～/18 特設テント（店外） キャンペーン コロッケ3個以上お買い上げで50円引き

8/10～/18 特設テント（店外） キャンペーン 岡山県産黒豚餃子1個増量サービス（5個入⇒6個入）

下 8/10～/18 特設テント（店外） キャンペーン コロッケ3個以上お買い上げで50円引き

8/10～/18 特設テント（店外） キャンペーン 岡山県産黒豚餃子1個増量サービス（5個入⇒6個入）

七塚原SA 上 8/10～8/18 ショッピングコーナー お得袋 お土産品を詰め合わせたお楽しみ袋（2,500円）の販売（※限定30個） ●

8/10～8/18 特設販売コーナー プレゼント企画 商品ご購入のお客さまにうちわのプレゼント（※200個限定） ●

下 8/10～8/12 ショッピングコーナー プレゼント企画 1,000円以上お買い上げのお客さまに夏グッズプレゼント（※先着50名様）

本郷PA 上 8/13～15 ショッピングコーナー プレゼント企画 ショッピングご利用のお子さまにお菓子のプレゼント（※無くなり次第終了）

下 8/13～15 ショッピングコーナー プレゼント企画 ショッピングご利用のお子さまにお菓子のプレゼント（※無くなり次第終了）

安佐SA 上 8/13・8/14 屋外（出入口付近） 氷柱 氷柱の設置

下 8/10～8/18 ショッピングコーナー風除室 氷柱 氷柱の設置

8/10～8/18 ショッピングコーナー プレゼント企画 2,000円以上お買上げのお客さまにブルーベリーバームクーヘンを1個プレゼント

吉和SA
上 8/13～8/16 ショッピングコーナー キャンペーン カウンターコーヒーLサイズとアイスコーヒーを30円割引

下 8/13～8/16 ショッピングコーナー キャンペーン カウンターコーヒーLサイズとアイスコーヒーを30円割引

鹿野SA
上 8/8～8/18 ショッピングコーナー プレゼント企画 「串だんご」5本お買い上げで1本プレゼント ●

下 8/8～8/18 ショッピングコーナー プレゼント企画 「串だんご」5本お買い上げで1本プレゼント

美東SA 上 8/11 多目的スペース プレゼント企画 500円以上お買い上げのお客さまに夏のプチギフトをプレゼント ●

下 8/10～8/15 ショッピングコーナー プレゼント企画 雑貨を1,500円以上お買い上げのお客さまに花火をプレゼント ●

8/10～8/15 ショッピングコーナー プレゼント企画 サイダー5本お買い上げのお客さまにソフトクリーム50円値引き券をプレゼント ●

8/10～8/15 ショッピングコーナー イベント 山口の味覚物産展を実施 ●

8/10～8/15（予定） 店舗外前面 その他 移動販売車による焼き鳥の実演販売 ●

山陽自動車道 瀬戸PA 上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,300円のお得袋セットの販売（※限定36セット・無くなり次第終了）

吉備SA 上 8/14～8/16 特設テント（店外） イベント 岩津ねぎコロッケの販売 ●

下 7/13～9/1 特設コーナー（桃太郎市） イベント 大くだもの市（岡山の桃、ぶどうを中心に地元産くだもを販売） ●

7/13～9/1 特設コーナー（桃太郎市） イベント
＜デニムフェスタ開催＞メンズ・レディースのアウトレット品を中心に、A品デニム雑貨の販売！
アウトレットの掘り出し物は早い者勝ち！！

●

8/9～8/18 特設コーナー（スナック） イベント
本場トルコのチキンケバブ＆ビーフケバブ実演販売
フランスの職人が作るクレープ屋さん実演販売

●

7/13～9/1 特設コーナー（スナック） イベント 赤鬼グルメ横丁（黒毛和牛串、牛タン串、ご当地コロッケ、タコ唐焼そば他販売） ●

道口PA 上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,530円のお得袋セットの販売（※限定50セット・無くなり次第終了）

下 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,300円のお得袋セットの販売（※限定30セット・無くなり次第終了）

福山SA 上 8/10～8/12 特設テント（店外） イベント 牛丸焼き肉の販売 ●

下 7/20～8/18 ショッピングコーナー イベント 夏のゼリー・凉菓フェア ●
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令和元年度　夏のイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区）
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
高坂PA

上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,250円のお得袋セットの販売（※限定60セット・無くなり次第終了）

下 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,250円のお得袋セットの販売（※限定40セット・無くなり次第終了）

小谷SA 上 8/10～8/12 店内正面入り口・屋外テント イベント 地域物産展の開催（にしき堂商品・牛丸焼き・世羅きのこ園・だちょう肉の販売） ●

下 8/13～8/15 レストラン プレゼント企画 レストランをご利用のお子さまにおもちゃプレゼント（※数量限定） ●

沼田PA 上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,500円のお得袋セットの販売（※限定50セット・無くなり次第終了） ●

宮島SA 上 8/11～8/15 スナックコーナー その他 ライスが付くメニュー全品、ライス大盛無料サービス ●

8/11～8/15
12時～17時

スナックコーナー その他 ソフトクリーム増量サービス ●

8/13～8/15 スナックコーナー キャンペーン 「はちみつレモンソフト」に杓子せんべいのトッピングサービス（※各日先着30個） ●

8/10～8/13 レストラン プレゼント企画 安全運転励行キャンペーン「ミンティア」プレゼント ●

下
8/13・8/14
15時頃

店外
（正面入口前スペース）

イベント お子さま対象の輪投げ大会開催 ●

8/11・8/12 移動販売車 イベント 移動販売車によるたこ焼きの販売 ●

玖珂PA 上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,230円のお得袋セットの販売（※限定30セット・無くなり次第終了）

下 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,500円のお得袋セットの販売（※限定80セット・無くなり次第終了）

下松SA
上 8/15 レストラン プレゼント企画 レストランをご利用の小学生以下のお子さまにバスのチョロＱをプレゼント（※先着50名様） ●

下 8/10～8/12 ウッドデッキ イベント 射的ゲーム開催（※各日10時～、先着30名様） ●

8/13～8/15 レストラン プレゼント企画 レストランをご利用の小学生以下のお子さまに花火をプレゼント（※先着50名様） ●

8/15 店舗前 イベント ちびっこすいか割り大会を開催（割ったすいかはお客さまにプレゼント） ●

米子自動車道 蒜山高原SA 上 8/10～8/18 レストラン プレゼント企画 レストランにてどじょう掬い饅頭プレゼント（※各日先着100名様）

8/12 ショッピングコーナー お得袋 5種類のお土産が入ったお得袋の販売(※限定25個）

下 8/9～8/18 ショッピングコーナー お得袋 讃岐うどんの得々袋の販売（※限定250袋）

8/10～8/18 スナックコーナー その他 蒜山のお漬物バイキング（11時～14時）

大山PA 上 8/9～8/18 ショッピングコーナー イベント カップコーヒー・アイスコーヒーにどじょう掬いまんじゅう1個プレゼント ●

浜田自動車道 寒曳山PA 上
8/14
9時～

ショッピングコーナー イベント 1,500円以上お買い上げのお客さまにお菓子のプレゼント（※無くなり次第終了） ●

岡山自動車道 高梁SA 上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,500円のお得袋セットの販売（※限定30セット・無くなり次第終了） ●

下 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,500円のお得袋セットの販売（※限定30セット・無くなり次第終了） ●

広島自動車道 久地PA 上 8/8～ ショッピングコーナー お得袋 1,300円のお得袋セットの販売（※限定15セット・無くなり次第終了）

下 8/8～ ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売（※それぞれ無くなり次第終了）
●1,080円　限定15セット
●1,100円　限定10セット

【※】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。

【※】価格は税込です。
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