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別紙 2-2 

山陽自動車道全線開通 20 周年に係る記念イベント 

 

【概要】 

1．イベント企画 

1-1. 山陽道全線開通 20 周年大感謝祭を開催します 

 地域の皆さまへの感謝を込めてサービスエリア（SA）で、ご当地ゆかりの著名人らによるトークショーや地元

の団体によるパフォーマンスショー、ご当地ゆるキャラとの撮影会等を行います。 

1-2. 期間限定 20 周年記念メニュー・特典サービスを提供します 

 地元食材をふんだんに使った記念メニューを期間限定で販売します。また、お食事・お飲物の割引などの

特典サービスも提供します。 

2．キャンペーン・プレゼント企画 

2-1. ぶらり中国ドライブパス 2017 プレゼントキャンペーンを実施します 

 キャンペーン期間中に「ぶらり中国ドライブパス 2017」をご利用後、アンケートにご協力をいただいたお客さ

まを対象に、抽選で山陽道沿線の特産品をプレゼントします。 

2-2. 20 周年記念グッズをプレゼントします 

 山陽道全線開通 20 周年のロゴを用いたトートバック、オリジナルタオルを大感謝祭でアンケートにお答えい

ただいたお客さまなどにプレゼントします。 

 

 

 

【内容】 

1-1．山陽道全線開通 20 周年大感謝祭を開催します 

地域の皆さまへの感謝を込めて、ご当地ゆかりの著名人らによるトークショーや地元の団体によるパフォーマンス

ショー、ご当地ゆるキャラ紹介・撮影会などの記念イベントを以下のとおり開催します。 

〔協賛〕 兵庫県、岡山県、広島県、山口県、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省中国地方整備局、 

公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人中国経済連合会 

日時 場所 イベント概要（※現時点の予定であり、変更になる場合があります） 

11/11（土）10 時 30 分～ 下松SA㊦ 【ステージショー】 

・記念モニュメント除幕式 

・ご当地ゆかりの著名人（※予定）らによるトークショー 

   ※下松 SA 松村邦洋さん（タレント）、西村知美さん（タレント） 

宮島 SA アンガールズさん（タレント）、うえむらちかさん（タレント） 

吉備 SA 有森裕子さん（元マラソン選手）、森末慎二さん（元体操選手） 

三木 SA 大畑大介さん（元ラグビー選手）、八木裕さん（元プロ野球選手） 

・地元の団体によるパフォーマンスショー 

・ご当地ゆるキャラ紹介、撮影会  など 

【ブース出展】 

・ご当地 PR 展示、地元物産店ブース 
※小雨決行、荒天中止。 

11/18（土）11 時 00 分～ 宮島SA㊦ 

11/25（土）11 時 00 分～ 吉備SA㊤ 

12/9 （土）11 時 00 分～ 三木SA㊦ 

  ※当日、臨時駐車場から各 SA イベント会場までのシャトルバスを用意いたしますので、ご利用ください。詳しくは

NEXCO 西日本の WEB サイトをご覧ください。 
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1-2．期間限定 20 周年記念メニュー・特典サービスを提供します 

山陽道全線開通を祝して、平成 29 年 10 月 25 日から 12 月 15 日までの期間限定で、地元食材をふんだん

に使った記念メニューを、別添 表 1 の 14 カ所の SA において販売します。 

また、沿線の各SA・PAにおいて、お食事・お飲物の割引などの特典サービスを提供します。詳しくは、別添 表2 

をご覧ください。その他、SA・PA で実施する「西得＋1 スマートくじ」キャンペーンでは、くじの当選商品に沿線地域

の商品をご用意しております。詳しくは、同キャンペーンのリリースをご参照ください。 

 

 

 

 

2-1．ぶらり中国ドライブパス 2017 プレゼントキャンペーンを実施します 

平成 29 年 11 月 1 日から 12 月 17 日まで間を利用開始日として「ぶらり中国ドライブパス 2017」をお申込み・

ご利用の上、アンケートにご協力をいただいたお客さまを対象に、以下のとおり抽選で 120 名様に山陽道沿線

（兵庫県・岡山県・広島県・山口県）の特産品をプレゼントします。 

Ａ賞 特産品（10,000 円相当） 20 名様 

Ｂ賞 特産品（5,000 円相当） 40 名様 

Ｃ賞 特産品（2,500 円相当） 60 名様 

 

 

2-2．20 周年記念グッズをプレゼントします 

山陽道全線開通 20 周年のロゴマーク※を用いたトートバック、オリジナルタオルを制作しました。大感謝祭の各

会場にてアンケートにお答えいただいたお客さまなど、先着でプレゼントします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

           トートバック             オリジナルタオル 

 

※山陽道全線開通 20 周年のロゴマーク 

                                              「20」の数字の下に道路のデザインを入れ、山陽道と感謝の言葉をシンプルに

組合せて、20 周年を分かりやすく表現しています。 

ポスターやパンフレット、リーフレット、のぼり旗など、記念キャンペーンの広報

媒体に使用します。 
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表 1 （期間限定 20 周年記念メニュー 〔平成 29 年 10 月 25 日から 12 月 15 日まで〕） 

 

  

エリア 三木SA（上り線） 三木SA（下り線） 龍野西SA（上り線）

メニュー写真

メニュー名 瀬戸内レモン風味のシーフードグラタン 淡路産牛と淡路玉葱のハッシュドビーフオムライス 牡蠣釜飯と牡蠣天ぷらセット

メニュー内容

明石だこや瀬戸内レモン、赤穂の塩を使った
シーフードグラタンです。グラタンソースには
柚子味噌を混ぜ、瀬戸内レモンと柚子の爽
やかな香りをほのかに感じさせ、さっぱりとし
た味わいに仕上げております。

淡路牛と淡路玉葱を炒めて旨味と甘味を出
し、赤ワインとデミグラスソースでしっかりと煮
込んだハッシュドビーフを当SA人気のオムラ
イスにかけた逸品です。

新鮮な瀬戸内産の牡蠣を当社独自の製法で
蒸しあげた自慢の釜飯にトッピング。この他
にも、牡蠣の天ぷら、揖保乃糸のミニ煮麺が
付き、たっぷりと瀬戸内を感じられるセットに
なっております。

販売価格 1,380円（税込） 1,500円（税込） 1,580円（税込）

エリア 龍野西SA（下り線） 吉備SA（上り線） 吉備SA（下り線）

写真

メニュー名 揖保乃糸揚げそうめんオイスターソースかけ 岡山千屋牛と黄ニラのすき焼き丼 岡山県産牛のローストビーフとブロシェット

メニュー内容

日本三大そうめんの一つ、播州特産の「揖保
乃糸」を使ったアレンジメニュー。茹で上がっ
たそうめんを一気に揚げ、オイスターソース
のあんをかけました。また、繊維質の細やか
な「播州百日どり」と共に、二つの地産食材
の「歯ごたえのある食感」を是非お楽しみくだ
さい。

岡山を代表するブランド牛・千屋牛を使用し
た贅沢なすき焼き丼。上品な味に仕上がり、
シャキシャキとした岡山特産の黄ニラとの相
性も抜群です。

２０周年を記念して、くす玉が開いたところを
イメージして作ったお祝いメニューです。中か
ら、赤米ご飯や自家製ローストビーフ串焼き
が出てくるワクワク感と美味しさを一緒に楽し
めます。

販売価格 1,200円（税込） 1,480円（税込） 1,580円（税込）

エリア 福山SA（上り線） 福山SA（下り線） 小谷SA（上り線）

写真

メニュー名 とろ～りチーズとカキフライのあつあつ焼カレー 瀬戸の鯛づくし御膳 陳さんの中華“にじゅう”膳～回鍋肉＆海老チリ

メニュー内容

広島県産の牡蠣をフライにしてご飯にのせ、
SA自慢のオリジナルカレーとチーズをかけて
じっくり焼き上げました。旬の具だくさんスー
プと共にお楽しみください。

観光鯛網で有名な鞆の浦にちなみ、煮物か
ら刺身、ご飯や吸い物にいたるまですべて鯛
尽くしの贅沢な御膳をぜひご堪能ください。

山陽道２０周年を記念し、陳日明シェフ直伝
の２つの味が楽しめる『中華“にじゅう（２重/
２０）”膳』をご用意しました。広島県産豚を
使った回鍋肉（ﾎｲｺｳﾛｳ）と、プリプリ食感の海
老チリソース炒めでは、広東風の優しい味を
ご堪能いただけます。ハーブ鶏と舞茸のスー
プ、ザーサイ、杏仁豆腐、ジャスミン茶付き。

販売価格 980円（税込） 1,480円（税込） 1,500円（税込）

1,620 円（税込）
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エリア 小谷SA（下り線） 宮島SA（上り線） 宮島SA（下り線）

写真

メニュー名 名物瓦焼き定食～秋薫る入野舞茸を添えて～ 廣島赤鶏御膳 地御前かき重

メニュー内容

今年創業５０周年を迎える「ホテル賀茂川
荘」の名物料理『瓦焼き』をSAで提供いたし
ます。国産牛と地元東広島市河内町にある
「入野きのこセンター」の肉厚な舞茸や旬の
キノコを瓦の上で焼き上げ、熱々なまま召し
上がっていただきます。地元産の舞茸などキ
ノコ類は期間限定で、この時期しか味わえな
い特別なメニューです。

瀬戸内産の牡蠣と、広島の新しいブランド鶏
「廣島赤鶏」をフライにしたがっつり贅沢な御
膳です。柔らかすぎず、固すぎず、程よい身
の締りの廣島赤鶏は、適度な脂肪を含み、
旨みがあります。あさりの貝汁もついたボ
リュームのあるメニューに仕上がっておりま
す。

山陽道２０周年に因み、これからも歳月を重
ねられるようにと願いを込めたお重です。当
エリアから見下ろす、地御前沖に浮かぶ牡蠣
筏で育った牡蠣を使用。かき醤油を使った特
性出汁でふんわりと煮た３粒と、カリッと揚げ
たフライ２粒をお楽しみください。

販売価格 1,620円（税込） 1,500円（税込） 1,300円（税込）

エリア 下松SA（上り線） 下松SA（下り線）

写真

メニュー名 よくばり三色中華丼 鹿野高原豚の味噌漬け定食

メニュー内容

岩国市の高森牛を使用した麻婆豆腐、山口
市秋穂の車海老のエビチリと新鮮な魚介の
カルパッチョを一度に楽しめる贅沢な中華丼
です。ピリッと辛い酸辣湯と手作り杏仁豆腐
をセットにした今だけの特別メニューです。

山口県周南市の山間部にある「鹿野ファー
ム」のハイボー豚を、香りの良い地元の味噌
に付け込んで、こんがりと焼き目をつけて焼
き上げました。お米は県内産の「ひのひかり」
を使用。錦町のこんにゃく煮も付いています。

販売価格 1,590円（税込） 1,280円（税込）
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表 2 （沿線 SA・PA での特典サービス） 

エリア名 上下 開催場所 特典サービス 開催期間

（上）スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15

スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15

ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15

ショッピングコーナー フェアトレードコーヒー50円引き 12/2・3、12/9・10

ショッピングコーナー Xフライドポテト30円引き 12/2・3、12/9・10

レストラン レストラン　⼭陽道２０周年記念メニュー　4エリア合同スタンプラリー 10/25〜12/15

ショッピングコーナー ⼭陽道２０周年記念商品の販売（廣榮堂「むかしきび団⼦」週末限定販売など） 10/25〜12/15

ショッピングコーナー ファミチキ20円引き 10/31〜11/6、12/10

ショッピングコーナー カウンターコーヒー（対象：ホットＳ・Ｍ・Ｌ、アイスＳ・Ｍ）20円引き 11/21〜27、12/10

レストラン レストラン　⼭陽道２０周年記念メニュー　4エリア合同スタンプラリー 10/25〜12/15

ショッピングコーナー ⼭陽道２０周年記念商品の販売（廣榮堂「むかしきび団⼦」週末限定販売など） 10/25〜12/15

スナックコーナー 神⼾⽜バーガー単品（1,000円）ご購⼊１個に付き、ドリンクＳ１杯無料サービス（但し、当店指定ドリンクに限
る） 10/25〜12/15

スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15

ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15

ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26

スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
ショッピングコーナー ジャンボフランク20円引き 12/5〜11
ショッピングコーナー フライドチキン全品20円引き 12/12〜18
スナックコーナー 播州ラーメン400円（100円引き) 11/1〜30
レストラン レストラン　⼭陽道２０周年記念メニュー　4エリア合同スタンプラリー 10/25〜12/15
ショッピングコーナー ⼭陽道２０周年記念商品の販売（廣榮堂「むかしきび団⼦」週末限定販売など） 10/25〜12/15
レストラン レストラン　⼭陽道２０周年記念メニュー　4エリア合同スタンプラリー 10/25〜12/15
ショッピングコーナー ⼭陽道２０周年記念商品の販売（廣榮堂「むかしきび団⼦」週末限定販売など） 10/25〜12/15
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
ショッピングコーナー ファミチキ20円引き 10/31〜11/6、12/10
ショッピングコーナー カウンターコーヒー（対象：ホットＳ・Ｍ・Ｌ、アイスＳ・Ｍ）20円引き 11/21〜27、12/10
ショッピングコーナー 「しあわせの⽩桃チーズケーキ」1,500円を5％引き 10/25〜12/15（⼟⽇祝のみ）
特設販売コーナー 外特設販売のたこ焼き500円（20円引き） 10/25〜12/15（⼟⽇祝のみ）

（下）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「岡⼭県産⽜のローストビーフとブロシェット」（1,580円）を、ご注⽂のお客様にオリジナ
ルドリップコーヒーのお⼟産プレゼント 10/25〜12/15

スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26

（上）全コーナー対象 ⼩学⽣以下限定で2,000円以上のレシート掲⽰で「わたがし作り」体験 11/3〜5、11/25・26

（下）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「鯛尽くし御膳」（1,480円）をご注⽂のお客様にデザート（⼿作りミカンゼリー）プレゼ
ント 10/25〜12/15

（上）ショッピングコーナー 店内調理揚物類　全品10％引き 11/11〜26
（下）ショッピングコーナー 店内調理揚物類　全品10％引き 11/11〜26

福⼭SA

⼋幡PA

吉備SA
（上）

道⼝PA

（上）

（下）

福⽯PA

（上）

（下）

瀬⼾PA
（上）

（下）

⽩⿃PA

（上）

（下）

⿓野⻄SA
（上）

（下）

権現湖PA

（上）

（下）

淡河PA
（下）

三⽊SA

（上）

（下）
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エリア名 上下 開催場所 特典サービス 開催期間

スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26

（上）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「陳さんの中華“にじゅう”膳〜回鍋⾁＆海⽼チリ」（1,500円）をご注⽂のお客様に、
ソフトドリンク１杯サービス⇒期間中 10/25〜12/15

（下）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「賀茂川荘名物⽡焼き定⾷」（1,620円）をご注⽂のお客様にドリンクバーサービス 10/25〜12/15
ショッピングコーナー ジャンボフランク20円引き 12/5〜11
ショッピングコーナー フライドチキン全品20円引き 12/12〜18
スナックコーナー 広島⾵醤油豚⾻ラーメン465円(100円引き) 11/1〜30
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
ショッピングコーナー ジャンボフランク20円引き 12/5〜11
ショッピングコーナー フライドチキン全品20円引き 12/12〜18
スナックコーナー 尾道ラーメン420円(100円引き) 11/1〜30

（上）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「広島⾚鶏御膳」（1,500円）をご注⽂のお客様にドリンクバーサービス （ミニケーキま
たは、もみじ饅頭1個付） 10/25〜12/15

（下）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「地御前かき重」（1,300円）をご注⽂のお客様にドリンク１杯（コーヒー・紅茶・オレン
ジジュース）サービス 10/25〜12/15

スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26
スナックコーナー かけうどん200円（130円引き） 10/25〜12/15
ショッピングコーナー 飲料（対象商品のみ）20円引き 10/25〜12/15
ショッピングコーナー おにぎり100円ｾｰﾙ 11/3〜5、11/23〜26

（上）レストラン 「岩国がんね栗ソフトクリーム」400円（20円引き） 10/25〜12/15（⼟⽇祝のみ）
（下）レストラン ⼭陽道２０周年記念メニュー「⿅野⾼原豚の味噌漬け定⾷」（1,280円）をご注⽂のお客様にドリンクバーサービス 10/25〜12/15

ショッピングコーナー ファミチキ20円引き 10/31〜11/6、12/10
ショッピングコーナー カウンターコーヒー（対象：ホットＳ・Ｍ・Ｌ、アイスＳ・Ｍ）20円引き 11/21〜27、12/10
ショッピングコーナー ファミチキ20円引き 10/31〜11/6、12/10
ショッピングコーナー カウンターコーヒー（対象：ホットＳ・Ｍ・Ｌ、アイスＳ・Ｍ）20円引き 11/21〜27、12/10

⾼坂PA

（上）

（下）

⼩⾕SA

奥屋PA

（上）

（下）

下松SA

佐波川SA
（上）

（下）

沼⽥PA

（上）

（下）

宮島SA

玖珂PA

（上）

（下）

 

 

 


