
【関西地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　４６箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

黒丸ＰＡ（上） 西日本高速道路ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱
毎週水曜日（10/1～3/31）
＊但し、祝日は除く

【割引】スナックコーナー　カツメニュー全品１００円引き
（６品目：トンカツ定食、カツカレー、カツ丼（豚汁付）、カツ丼（うどん付）、ソー
スカツ丼（豚汁付）、ソースカツ丼（うどん付））

黒丸ＰＡ（下） 【割引】カレーメニュー半額（カレーうどんは対象外）

菩提寺ＰＡ（上） 【割引】カレーメニュー半額（カレーうどん、ラーメンセット、ミニカレーは対象外）

菩提寺ＰＡ（下） 【割引】カレーメニュー半額（大盛券は対象外）

草津ＰＡ（上） 【割引】カレーメニュー半額（カレーうどん、ミニカレーは対象外）

草津ＰＡ（下） 【割引】カレーメニュー半額（カレーうどん、ラーメンセット、ミニカレーは対象外）

毎週火曜日（10/1～3/31）＊但し、祝日は除く 【割引】２F スナックコーナーのえび天うどん・そば ６００円を５００円で販売（１００円引き）

毎週水曜日（10/1～3/31）＊但し、祝日は除く 【割引】  ２Fスナックコーナーの人気メニュー おまかせ定食 ６００円を５００円で販売（１００円引き）

毎週木曜日（10/1～3/31）＊但し、祝日は除く 【割引】  ２Fスナックコーナーの肉うどん・肉そば ６００円を５００円で販売（１００円引き）。

大津ＳＡ（下） 近畿日本鉄道㈱ 毎週木曜日（10/1～3/31）＊但し、祝日は除く 【割引】 １F スナックコーナーの定食とセットメニューを全品１００円引き

毎週月曜日（10/1～3/31）＊但し、祝日は除く 【割引】  ２Fレストランコーナーの全メニュー１０％引き

平日7:00～10:00※但し、土日祝日は除く 【割引】「吹田のコーヒー屋さん」でコーヒー２００円を１００円で販売

毎週水曜日（10/1～3/31）＊但し、祝日は除く 「焼肉６９０」で焼肉定食６９０円の牛肉を２０％増量

平日7:00～10:00※但し、土日祝日は除く
【割引】「トラジャコーヒードリップカフェ」でトラジャコーヒー（ホット260円・アイ
ス280円）を１００円で販売

岸和田ＳＡ（上） ㈱泉南オートグリル
毎週水曜日（10/1～3/31）
※但し、12月30日は除く

【割引】  レストラン：人気メニュー3品
「泉州あんかけラーメン」「泉州あんかけラーメンセット」「和風ソースのハン
バーグ」を１０％割引

岸和田ＳＡ（下） 近鉄観光㈱
毎週火曜日（10/1～3/31）
※但し、12月29日、1月5日は除
くは除く

【割引】  レストランメニュー「犬鳴きポークカツ丼」「犬鳴きポークカツカレー」を10％割引

桂川ＰＡ（上） 【割引】カレーメニュー半額（カレーうどん・そばは対象外）

桂川ＰＡ（下） 【割引】カレーメニュー半額（カレーうどん、ミニカレーは対象外）

六人部ＰＡ（上）

六人部ＰＡ（下）

大津ＳＡ（上）

大阪

吹田ＳＡ（上）

吹田ＳＡ（下）

名神高速

毎週水曜日（10/1～3/31）㈱ハープス

毎週水曜日（10/1～3/31）㈱ハープス

㈱グランビスタホテル
　　　　　　　＆リゾート

㈱京阪レストラン

Ｈ21.10.5（月）～12.28（月）まで
の毎週月曜日実施

天恵フーズ㈱ 【５％割引】スナックコーナー全品５％割引

関西

舞鶴若狭道

京都

滋賀

阪和道

名神高速

【参考１】 ＳＡ・ＰＡのテナントによる収益還元一覧



【関西地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　４６箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

香芝ＳＡ（上） 近畿日本鉄道㈱
毎月 第２第４水曜日（10/1～
3/31）

【割引】  スナックコーナーメニュー全品を１０％割引

香芝ＳＡ（下） 近鉄観光㈱
毎月 第２第４回水曜日（1/1～
3/31）

【割引】  平城遷都1300年祭応援メニューを１０％割引
　　　　　【江戸川】　「若草膳」
　　　　　【百 　楽】　「大和路四季のうまいもの膳」

天理ＰＡ（上） 西洋ﾌｰﾄﾞ・ｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 10/1～3/31までの平日のみ
【割引】豚天丼＋きつねうどん930円⇒830円、豚天うどん＋ミニメニュー（３
種）870円⇒730円、サービスコロッケ120円⇒100円（フードコートでお買い上
げのお客様限定）、ＥＴＣ丼　550円⇒500円、サービス朝定食550円⇒500円

天理ＰＡ（下） 松屋フーズ㈱ 毎週木曜日（10/1～3/31） 定食ライス大盛無料サービス

紀ノ川ＳＡ（上） 水了軒紀州食品産業㈱
毎週水曜日（10/1～3/31）
※但し、12月30日は除く

【割引】  レストランメニュー「スタミナ定食」「とんかつ膳」「さんま寿司セット」を10％割引

紀ノ川ＳＡ（下） ㈱ニューモンブランフード
毎週火曜日（10/1～3/31）
※但し、12月29日、1月5日は除く 【割引】  レストランメニュー「週替わり昼膳」「お昼の定食」を10％割引

西紀ＳＡ（上）
アイランドフューチャー
コーポレーション㈱

西紀ＳＡ（下） 天恵フーズ㈱

西宮名塩ＳＡ（上） 朝日エアポートサービス㈱

西宮名塩ＳＡ（下）

加西ＳＡ（上）

加西ＳＡ（下） シンエーフーズ㈱

Ｈ21.10.12（月）～12.28（月）まで
の毎週月曜日実施

【５％割引】スナックコーナー全品５％割引（一部商品は対象外）

Ｈ21.10.7（水）～12.30（水）まで
の毎週水曜日実施

スナックコーナーで指定の定食類（手作りハンバーグ他４品）の食券１枚購入
につきショッピングコーナーでご利用頂ける１００円クーポン券を１枚進呈

Ｈ21.10.12（月）～12.28（月）まで
の毎週月曜日実施

【５％割引】スナックコーナー全品５％割引（一部商品は対象外）

Ｈ21.10.7（水）～12.30（水）まで
の毎週水曜日実施

スナックコーナーで指定の定食類（手作りハンバーグ他４品）の食券１枚購入
につきショッピングコーナーでご利用頂ける１００円クーポン券を１枚進呈

社ＰＡ（下） カレーメニュー半額（ビーフカレー（月曜特販）、カレーうどん、ラーメンと半カレーは対象外）

赤松ＰＡ（上） カレーメニュー半額（ ミニカレー、カレーうどんは対象外）

カレーメニュー半額（カレーうどんは対象外）

㈱デイリーヤマザキ 毎月第３月曜日（12.21～）
【割引】飲料３アイテム、揚物１アイテム
　　　　（対象商品はその都度変更いたします。）

関西

兵庫

中国道

安富ＰＡ（上）

安富ＰＡ（下）

舞鶴若狭道

和歌山 阪和道

シンキ興業㈱

㈱ハープス

㈱京阪レストラン

【５％割引】レストランメニュー全品５％割引
※西宮名塩ＳＡ（下）のみ「たこばやし」も５％割引

Ｈ21.8.3（月）～12.28（月）までの
毎週月曜日実施

Ｈ21.8.5（水）～12.30（水）までの
毎週水曜日

赤松ＰＡ（下）

奈良 西名阪道



【関西地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　４６箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

上月PA（上）
【割引】スナック（ラーメン全品100円引き）
【２割引】ショッピング（岡山レアチーズ、しほみまんじゅう、フルーツの実きび
だんご）

上月PA（下）
【割引】スナック（ラーメン全品100円引き）
【２割引】ショッピング（神戸プリン4個入り、6個入り、詰め合わせ））

淡河ＰＡ（上） カレーメニュー半額

淡河ＰＡ（下） カレーメニュー半額（ミニカレーは対象外）

白鳥ＰＡ（上） ㈱ハープス
Ｈ21.8.5（水）～12.30（水）までの
毎週水曜日

カレーメニュー半額

白鳥ＰＡ（下） ㈱ポプラ
11月15日から毎月第3日曜日
（終了時期未定）

【割引】１００円お菓子を１割引
　　　　　対象品目数は３０～４０品目

三木ＳＡ（上） 阪急阪神ホテルズ㈱

三木ＳＡ（下） ダイナック㈱

龍野西ＳＡ（上） 千登世商事㈱

龍野西ＳＡ（下） ＵＣＣ上島珈琲㈱

権現湖ＰＡ（上） ㈱秀穂

権現湖ＰＡ（下） ㈱ヱスビーカレーの王様

第二神明
道

名谷ＰＡ ㈱ハープス
Ｈ21.8.5（水）～12.30（水）までの毎週水
曜日 カレーメニュー半額（カレーうどん、カレーそば、石焼きカレーは対象外）

※実施内容及び終了時期は、お客様の動向等により見直す場合があります。

㈱秀穂

㈱ハープス

Ｈ21.8.3（月）～12.28（月）までの
毎週月曜日実施

Ｈ21.8.5（水）～12.30（水）までの
毎週水曜日

毎月第3日曜日(H21.7～H22.3)

【５％割引】レストランメニュー全品５％割引

【５％割引】スナックコーナー全品５％割引

【５％割引】レストランメニュー全品５％割引
Ｈ21.8.3（月）～12.28（月）までの
毎週月曜日実施

山陽道

中国道

関西 兵庫



【中国地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　５７箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

福石ＰＡ（上） カレーメニュー半額（カレーうどんは対象外）

福石ＰＡ（下） カレーメニュー半額（ミニカレー類は対象外）

瀬戸ＰＡ（上） ㈱ボーチェ・オアシス
【２割引】スナック（塩バターコーンラーメン）、ショッピング（アイスクリーム全
品）

瀬戸ＰＡ（下） ㈱ファミリーマート
【割引】ショッピング（フライドチキン）
【２割引】スナック（ホルモンうどん定食、ジャンボチキンカツ定食、カツ丼セッ
ト）

吉備ＳＡ（上） 岡山プラザホテル㈱

【割引】レストラン（還元ステーキセット）、ベーカリー（メープルデニッシュサン
ド、バジルサンドセット）、店外売店（ホルモン焼きうどん）
【お得な情報】ショッピング（お土産物１，０００円コーナー設置、2000円以上お
買上のお客様にあんぱんのプレゼント（正午より先着150名様））

吉備ＳＡ（下） 岡山ルートサービス㈱

【２割引】　レストラン（カツカレーセット、マグロらいす、ラーメンセット）、和食
専門店（鉄火丼、味彩膳、瀬戸の香）、スナック（かきあげそば定食、月見牛
丼、カツカレー）、ショッピング（自然薯そばトレー、晴れの国三色三段餅、
キャラメルプリン、岡山レアチーズケーキ、讃岐うどん、岡山きびけーき、マス
カット＆白桃クランチ、みかん）

道口ＰＡ（上）

道口ＰＡ（下）

勝央ＳＡ（上） 岡山ルートサービス㈱

【２割引】レストラン（彩りあなご重、武蔵そば定食、お通御膳）、スナック（岡
山ラーメン、津山ラーメン、ぼっこう津山ラーメン）、ショッピング（因幡の白うさ
ぎチョコレート、桃太郎と仲間たちきびだんご、黒豆せんべい、牛乳くりーむ
大福、抹茶くりーむ大福、岡山の桃（箱菓子）、讃岐純生手提げうどん、晴れ
の国三色三段餅、きびけーき、瀬戸内　栗づくし、かにせんべい、ジャージー
牛乳パン）

勝央ＳＡ（下） ㈱三好野本店

【お客様還元特別メニュー】レストラン（煮魚定食 500円、親子丼 500円）
【2割引】スナック（天ぷらうどん、天ぷらそば、カレーライス）、ショッピング（黒
豆勝福、むかご）
【割引】ショッピング（半生キャラメル、ガード生キャラメル、生キャラメルケー
キ）

真庭ＰＡ（上）

真庭ＰＡ（下）

毎月第3日曜日(H21.7～H22.3)
※実施内容に付きましては月ご
とに変わる場合がございます。

山陽道

中国道

Ｈ21.8.5（水）～12.30（水）までの
毎週水曜日

㈱ハープス

【２割引】スナック（塩バターコーンラーメン）、ショッピング（アイスクリーム全
品）

㈱ボーチェ・オアシス

【２割引】スナック（ホルモンうどん、ホルモンうどん定食、真庭ラーメン、真庭
ラーメン定食、蒜山焼きそば、蒜山焼そば定食）、ショッピング（三段餅、牛乳
クリーム大福、抹茶クリーム大福、蒜山焼きそば、ヒマラヤ紅塩、白桃デザー
ト、岡山３色セット）

岡山ルートサービス㈱

岡山中国



【中国地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　５７箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

大佐ＳＡ（上）

大佐ＳＡ（下）

蒜山高原ＳＡ（上） ㈱三好野本店

【２割引】レストラン（和牛ステーキ）、スナック（ソフトクリーム、梨ソフトクリー
ム、山ぶどうソフトクリーム）
ショッピング（もてなしヨーグルト、カマンベールレアチーズケーキ、ブルーベ
リーヨーグルトムース、妖怪カレーおやじのスパイス、ミックスチョコレート）

蒜山高原ＳＡ（下） 下津井電鉄㈱

【割引】レストラン（おこわうどん（そば）セット、天ぷら御膳）、スナック（山菜う
どん（そば）、ラーメンカレーセット）、ショッピング（ひるぜん漬け、もてなしヨー
グルト、ミックスチョコレート、白桃ゼリー、高級バウムクーヘン、スフレチーズ
ケーキ、きびだんご、ひとくち桃太郎、うにのり、チーズブッセ、鬼の種）

高梁ＳＡ（上）
【２割引】ショッピング（焼き立てパン（全品）、鬼太郎こまんじゅう、めだまおや
じえくれあ、鬼太郎チャンチャンコ）

高梁ＳＡ（下）
【２割引】ショッピング（焼き立てパン（全品）、備中柚子ゆべし、岡山　酒まん
じゅう、晴れの国　三色三段）

福山ＳＡ（上） サルボ両備㈱

お買い物金額に応じて割引券をプレゼント
　お買上500円以上1999円まで・・・100円券1枚
　以後、1,000円毎に１枚プレゼント
　※一部使用対象外商品あり

福山ＳＡ（下） ㈱トモテツセブン

お買上金額に応じて割引券をプレゼント
1,000円以上で200円券、2,000円以上で500円券をプレゼント
※一部使用対象外商品あり
※12月20日発行分の割引券利用期間・・・1月16日まで

八幡ＰＡ（上）

八幡ＰＡ（下）

高坂ＰＡ（上）

高坂ＰＡ（下）

【お得な情報】
お買い物金額に応じて割引券をプレゼント
　お買上500円以上1999円まで・・・100円券1枚
　以後、1,000円毎に１枚プレゼント
　※一部使用対象外商品あり

西日本ロジスティックス

【割引】ショッピング（対象ドリンク５品を１００円で販売、フライヤー商品全品３
０円引き）

㈱ボーチェ・オアシス 【２割引】スナック（尾道ラーメン）、ショッピング（アイスクリーム全品）

米子道

岡山道
毎月第3日曜日(H21.7～H22.3)
※実施内容に付きましては月ご
とに変わる場合がございます。

中国道

岡山

中国

広島 山陽道

サルボ両備㈱

㈱デイリーヤマザキ



【中国地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　５７箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

小谷SA（上） ㈱アンデルセン
7月19日から毎月第3日曜日（終
了時期未定）

【２割引】スナック５品

小谷SA（下） ㈱湯坂遊園
8月16日から毎月第3日曜日
（終了時期未定）

【2割引】
レストラン全品

奥屋PA（上） ㈱ポプラ
7月19日から毎月第3日曜日
（終了時期未定）

【割引】１００円お菓子を１割引
　　　　　対象品目数は３０～４０品目

奥屋PA（下）
【２割引】スナック（肉天うどん（そば）、肉うどん（そば）、天ぷらうどん（そば）、
きつねうどん（そば）、かけうどん（そば））

沼田PA（上）
【２割引】スナック（尾道ラーメン、尾道ラーメン定食、半チャンラーメンセット、
ミニカレーラーメンセット）

沼田PA（下） ㈱ポプラ
【割引】１００円お菓子を１割引
　　　　　対象品目数は３０～４０品目

宮島SA（上） 藤井産業㈱ 【2割引】レストラン商品全品２割引き

広電宮島ガーデン㈱ 【2割引】レストラン、外売店テイクアウトコーナー

㈱秀穂
【１．レストランメニュー2品を１００円引き】
①茹で上げ餃子（400円 300円）、②タピオカドリンク巨峰（350円 250円）、
③かき味噌らーめん（800円 700円）

七塚原ＳＡ（上） ㈱秀穂 【割引】ショッピング（対象商品を割引価格にて販売）

七塚原ＳＡ（下） ㈱三好野本店
【２割引】レストラン（チキンソテーセット）、ショッピング（洋菓子コーナーの商
品）

平成21年7月から平成22年3月
末毎月第3日曜日

7月19日から毎月第3日曜日（終
了時期未定）

㈱ボーチェ・オアシス

宮島SA（下）

広島中国

山陽道

中国道



【中国地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　５７箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

本郷ＰＡ（上）

本郷ＰＡ（下）

安佐SA(上）

安佐SA(下）

吉和SA（上）

吉和SA（下）

浜田道 寒曳山ＰＡ（上） サルボ両備㈱

①平成21年8月16日から平成22
年3月31日　毎月第3日曜日

②平成21年8月16日から平成22
年7月31日　毎週火曜日

①【サービス】お買い物金額に応じて金券を提供
　　　　５００円～１，９９９円　　　　１００円券１枚
　　２，０００円～２，９９９円　　　　１００円券２枚
　　　　　　　　　　　　　
　　上限なしで金券を提供　（１，０００円毎）
金券有効期限：平成２２年７月３１日まで（毎月第３日曜日は利用不可）
金券発行：レストラン・ショッピングコーナー・スナックコーナー・特設コーナー
金券利用対象外商品：たばこ・雑誌・新聞・スナックコーナー全品・自動販売
機全品・宝くじ・金券類

②【２割引】
スナックコーナー1品　　ショッピングコーナー３品

久地PA（上） 【２割引】スナック（とんかつ定食、天玉肉うどん）

久地PA（下） 【２割引】スナック（①とんかつ定食、肉玉うどん）

イーグル興業㈱

①【サービス】お買い物金額に応じて金券を提供
　　　　５００円～１，９９９円　　　　１００円券１枚
　　２，０００円～２，９９９円　　　　１００円券２枚
　　　　　　　　　　　　　
　　上限なしで金券を提供　（１，０００円毎）
金券有効期限：平成２２年７月３１日まで（毎月第３日曜日は利用不可）
金券発行：レストラン・ショッピングコーナー・スナックコーナー・特設コーナー
金券利用対象外商品：たばこ・雑誌・新聞・スナックコーナー全品・自動販売
機全品・宝くじ・金券類

②【２割引】
本郷PA　　スナックコーナー1品　　ショッピングコーナー３品
安佐SA　　レストラン３品　　ショッピングコーナー５品

①平成21年8月16日から平成22
年3月31日　毎月第3日曜日

②平成21年8月16日から平成22
年7月31日　毎週火曜日

サルボ両備㈱

7月19日から毎月第3日曜日（終
了時期未定）

7月19日から毎月第3日曜日（終
了時期未定）

【２割引】スナック２品（豚キムチ中華そば720円、カレーうどん丼590円）、
売店の一部商品（広島菜漬け5商品）＜毎月変更＞

中国

㈱ボーチェ・オアシス

中国道

広島

広島道



【中国地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　５７箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

玖珂PA（上） 【２割引】スナック（牛丼、カレーライス、肉うどん、肉そば）

玖珂PA（下） 【２割引】スナック（岩国レンコン牛丼、カレーライス、肉うどん、肉そば）

下松SA（上） イーグル興業㈱ 【２割引】レストラン全商品、特設雑貨コーナーの一部商品

下松SA（下） 広電宮島ガーデン㈱ 【2割引】レストラン、外売店テイクアウトコーナー

イーグル興業㈱
【２割引】食事品２品（特選海鮮丼1,680円、ふくづくしセット1,780円）
　　　　　　売店の一部商品（ふく唐揚げ3,150円、ふく一汐3,150円）＜毎月変
更＞

佐波川SA（下）

鹿野SA（上）

鹿野SA（下）

美東SA（上） 藤井産業㈱ 【2割引】レストラン商品全品２割引き

美東SA（下） イーグル興業㈱
【２割引】レストラン全１５品、
売店内（24時間）の一部商品（栗まさるチーズケーキ）＜毎月変更＞
生鮮野菜全品

王司ＰＡ（上） ㈱ボーチェ・オアシス

王司ＰＡ（下） ㈱ボーチェ・オアシス

関門橋 壇之浦ＰＡ（下） ㈱ユニコン
毎月第３日曜日　７月から平成
23年3月末まで

【２割引】レストラン全メニュー

鳥取 米子道 大山ＰＡ（上） 中浦食品㈱ 毎月第3日曜日(H21.7～H22.3)
【割引】ショッピング（長いもかまぼこ）
【お得情報】スナック（お食事をされたお客様にコーヒーサービス）

7月19日から毎月第3日曜日（終
了時期未定）

※実施内容及び終了時期は、お客様の動向等により見直す場合があります。

【２割引】スナック３品、売店の一部商品

【値引】フライドチキンを４０円引（140円 100円）

【２割引】スナックコーナー・ショッピングコーナーの一部商品

山口

㈱ボーチェ・オアシス

山陽道

中国

山口
中国道

イーグル興業㈱

佐波川SA（上）

㈱ファミリーマート

中国道



【四国地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　１６箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

四国

徳島 徳島道

上板ＳＡ（上）
アイランドフューチャー㈱

6月の第3日曜日（21日）から毎
月第３日曜日　平成23年3月末
まで

【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、ｽﾅｯｸ2品、売店の鳴門金時芋,うどん商品１品。

上板ＳＡ（下） 【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、ｽﾅｯｸ3品、売店６品。

吉野川ＳＡ（上） ㈱伊予鉄会館 【２割引】　ｽﾅｯｸ全品。

吉野川ＳＡ（下） ㈱デイリーヤマザキ 【１～２割引】　焼立てパン全品2割引、じゃこ天等FF1割引。

香川 高松道

豊浜ＳＡ（上） 千登世商事㈱ 【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、ｽﾅｯｸ4品、売店2品、特販商品を１品。

豊浜ＳＡ（下） エリエールフーズ㈱ 【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、ｽﾅｯｸ2品、売店商品4品、特販商品の13品。

府中湖ＰＡ（上） ㈱ファミリーマート 【２割引】ぶっかけうどん他1品（計2品）、売店うどん２品

府中湖ＰＡ（下） ボーチェ・オアシス（株） 【２割引】　ｽﾅｯｸ（うどん類全品）、売店2品。

愛媛
松山道

石鎚山ＳＡ（上） ㈱伊予鉄会館 【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、ｽﾅｯｸ2品、売店5品(特販で販売）、ﾍﾞ-ｶﾘｰ2品。

石鎚山ＳＡ（下） 千登世商事㈱
【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、ｽﾅｯｸ4品、特販商品を4品。
売店　キャラクタータオル他2品（計3品21種）を2～6割引

伊予灘ＳＡ（上）
㈱伊予鉄会館

【２割引】　ｽﾅｯｸ全品。

伊予灘ＳＡ（下） 【２割引】　ｽﾅｯｸ全品。

高知道

馬立ＰＡ（上）
ボーチェ・オアシス（株）

【２割引】　ｽﾅｯｸ（うどん類全品）、売店3品。

高知

立川ＰＡ（下） 【２割引】　ｽﾅｯｸ（うどん類全品）、売店4品。

南国ＳＡ（上） エリエールフーズ㈱ 【２割引】　ﾚｽﾄﾗﾝ全商品、売店1品、特販商品を2品。

南国ＳＡ（下） 土佐電気鉄道㈱
【２割引】　スナック（うどん類全品）、売店4品
【1割引】　特販商品全品。

※実施内容及び終了時期は、お客様の動向等により見直す場合があります。



【九州地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　３１箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

関門橋 めかりＰＡ（上）

古賀ＳＡ（上）

古賀ＳＡ（下） ㈱ユニコン 【２割引】レストラン全メニュー

基山ＰＡ（下） ㈱クレッセ
毎月第３月曜日［７月の第３月曜日
（20日）～（終了時期は未定）］

【２割引】スナックコーナーの１番人気メニュー肉うどん４２０円を３３０円で販売

広川ＳＡ（上） 西日本パブリック㈱

平成２１年９月～平成２３年３月３１
日まで
①毎週日曜日
②毎週水曜日
③毎日１８：００～

【２割引】①毎週各コーナー持回りで実施。
第２週：ベーカリー、第３週：レストラン、第４週：スナック 、第５週：ベーカリー
②博多辛子めんたいこ
【値引】③パン全品１００円

毎月第３日曜日［７月の第３日曜日
（19日～終了時期は未定）］

【２割引】レストラン、バンテルン（ベーカリー）、クリームランドの全商品　但し、毎月各
コーナー持回りで実施

毎日【タイムサービス】 【値引】パン全品

山川ＰＡ（上）

【ラーメンメニュー９品割引き販売】　ラーメン600円⇒540円、山川特製ラーメン680円⇒
600円、味噌ラーメン700円⇒620円、醤油ラーメン620円⇒550円、自家製チャーシュー
メン700円⇒620円、ラーメンセット800円⇒700円、山川特製ラーメンセット800円⇒700
円、味噌ラーメンセット800円⇒700円、ラーメン･ギョーザ定食830円⇒730円

山川ＰＡ（下）

【ラーメンメニュー９品割引き販売】　ラーメン600円⇒540円、山川特製ラーメン680円⇒
600円、味噌ラーメン700円⇒620円、醤油ラーメン620円⇒550円、自家製チャーシュー
メン700円⇒620円、ラーメン＋ミニ焼肉丼800円⇒700円、ラーメン＋ミニそぼろ丼800円
⇒700円、ラーメン＋ミニぶた丼800円⇒700円、ラーメン･ギョーザ定食830円⇒730円

山田ＳＡ（上） 風月フーズ㈱
毎月第３日曜日［７月の第３日曜日
（19日～終了時期は未定）］

【２割引】レストラン、スナックで毎月交互
１２月スナックで実施

山田ＳＡ（下）
西日本高速道路サービス・
ホールディングス㈱ 毎日【タイムサービス】 【値引】パン

北熊本ＳＡ（上）
ロイヤル
ホールディングス㈱

毎月第３日曜日
〔10月18日～（終了時期未定）〕

【２割引】スナックコーナー全商品、レストラン・ショッピングの一部商品

北熊本ＳＡ（下）
毎月第３日曜日
〔8月16日～（終了時期未定）〕

【２割引】レストラン、フードコート、スナックｺｰﾅｰ全品
【２割引】ショッピングコーナー（対象品：一部コーナー商品）

宮原ＳＡ（上）
毎週土曜日
〔7月18日～（終了時期未定）〕

【ポイントカード３倍】20ポイントで500円商品券進呈。通常500円で１ポイントのところを
３ポイント加算

宮原ＳＡ（下）
平日のみ
〔7月21日～（終了時期未定）〕

【３店共通レストランドリンク券】先着100名様にプレゼント（店舗前11：00～）

㈱ポプラ
毎月第３日曜日
［８月１６日～（終了時期未定）］

【１割引】袋菓子「くつろぎ選菓シリーズ」（対象品目数は３０～４０品目）

（株）デイリーヤマザキ
毎月第３日曜日
〔12月20日～（終了時期未定）〕

【割引】　　シュークリーム全品２０円割引

山江ＳＡ（上） （株）デイリーヤマザキ
毎月第３日曜日
〔12月20日～（終了時期未定）〕

【割引】　　シュークリーム全品２０円割引

㈱クレッセ

九州道

西日本高速道路
ロジスティック㈱

【メニュー３品割引き販売】 ラーメン 500円 ⇒400円　高菜ラーメン 530円 ⇒430円
チャーシューメン 630円 ⇒530円

福岡

広川ＳＡ（下）

【２割引】レストラン・フードコート・スナックの全商品、ショッピングの一部商品
ロイヤル
ホールディングス㈱ 毎月第３日曜日［７月の第３日曜日

（19日）～（終了時期は未定）］

九州産交ランドマーク㈱

北熊本SA（下）、
宮原SA（上下）
は実施内容共通

９月１日～（終了時期未定）

大分道

風月フーズ㈱

毎週水曜日（祝日除く）
〔７月８日～（終了時期未定）〕

玉名ＰＡ（下）

九州

熊本 九州道
玉名ＰＡ（上）



【九州地区　実施箇所一覧（内容確定箇所のみ）】　３１箇所

地域 府県名 道路名 箇所名 テナント名 実施時期 実施内容

九州道 基山ＰＡ（上） ㈱クレッセ
毎月第３月曜日［７月の第３月曜日
（20日）～（終了時期は未定）］

【２割引】スナックコーナーの１番人気メニュー基山のラーメン５３０円を４２０円で販売

毎月第３土・日曜日［７月の第３土
曜日（18日）～（終了時期は未定）］

【２割引】レストランの全メニュー　　但し、四半期ごとに内容は見直し

ハイシーズン時 【タイムサービス値引】パン・おにぎり

毎月第３日曜日［７月の第３日曜日
（19日）～（終了時期は未定）］

【２割引】レストラン、バンテルン（ベーカリー）、クリームランドの全商品　但し、毎月各
コーナー持回りで実施

毎日【タイムサービス】 【値引】パン全品

川登ＳＡ（上）
ロイヤル
ホールディングス㈱

毎月第３日曜日［７月の第３日曜日
（19日）～（終了時期は未定）］

【２割引】レストラン・フードコート・スナックの全商品、ショッピングの一部商品

川登ＳＡ（下） 西日本パブリック㈱

平成２１年９月から平成２３年３月３
１日まで
①毎週日曜日
②毎週水曜日

【２割引】①毎週各コーナー持回りで実施。
第２週：ベーカリー、第３週：レストラン、第４週：スナック 、第５週：ベーカリー
②博多辛子めんたいこ

山之口ＳＡ（上）

山之口ＳＡ（下）

霧島ＳＡ（上）

霧島ＳＡ（下）

鹿児島 九州道 溝辺ＰＡ（上）
西洋フード・コンパス
グループ（株）

毎週火曜日（祝日除く）
〔8月4日～（終了時期未定）〕

【１割引】スナックコーナー全品

伊芸ＳＡ（上）

伊芸ＳＡ（下）

中城ＰＡ（上）

中城ＰＡ（下）

金立ＳＡ（上） 昭和自動車㈱

長崎道

佐賀

九州

沖縄

金立ＳＡ（下）

宮崎 宮崎道
宮交ショップアンドレ
ストラン（株）

風月フーズ㈱

※実施内容及び終了時期は、お客様の動向等により見直す場合があります。

西洋フード・コンパス
グループ（株）

【１割引】スナックコーナー全品

沖縄道路サービス㈱ 毎日 【タイムサービス値引】パン・おにぎり・すし沖縄道

毎月第３日曜日
〔8月16日～（終了時期未定）〕

【２割引】レストランコーナー全品

毎週火曜日（祝日除く）
〔8月4日～（終了時期未定）〕


