
フードコート ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 1/2～1/4 9:00～20:00 ジンギス丼ご注文で、ヤクルト1本プレゼント 各日　先着20名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 1/2～1/4 9:00～20:00 2,000円以上お買上で、富士の水1本プレゼント 各日　先着20名様

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ 皮革製品福袋販売 12/28～1/5 9:00～21:30 10,000円と20,000円の2種類 各日　先着15名様

レストラン ≪プレゼント≫ 干支ティッシュプレゼント 1/1～1/3 各日10:00～ レストランご利用のお客さまに干支ティッシュ1ヶプレゼント 各日　先着30名様

フードコート ≪プレゼント≫ ヤクルトプレゼント 1/1～1/3 各日10:00～ 大正浪漫亭のお食事ご利用のお客さまにヤクルト1本プレゼント 各日　先着100名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 1/1～1/3 各日9:00～ 3,000円以上お買い上げのお客さまに富士山の水500ｍｌＰＥＴプレゼント 各日　先着50名様

レストラン ≪プレゼント≫ みかんプレゼント 12/30～12/31 11:00～ お食事ご利用のお客さまにみかん1個プレゼント 各日　先着50名様

フードコート ≪プレゼント≫ みかんプレゼント 1/1～1/2 11:00～ お食事ご利用のお客さまにみかん1個プレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ BOXティッシュプレゼント 1/1～1/3 11:00～ 3,000円以上お買い上げのお客さまにBOXティッシュ1箱プレゼント 各日　先着50名様

特設テント ≪プレゼント≫ BOXティッシュプレゼント 1/1～1/3 11:00～ 2,000円以上お買い上げのお客さまにけん玉チャレンジBOXティッシュ1箱プレゼント 各日　先着30名様

デイリーヤマザキ ≪プレゼント≫ 菓子プレゼント 1/1～1/4 9:00～ 小学校以下のお子さまお連れのお客さまにうまい棒をプレゼント 各日　先着100名様

屏風山ＰＡ（下り） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ おもちゃプレゼント 1/1～1/3 8:00～ お子さまをお連れのお客さまを対象におもちゃをプレゼント 先着50名様

虎渓山ＰＡ（上り） フードコート ≪プレゼント≫ おもちゃプレゼント 1/1～1/3 7:00～ お子さまをお連れのお客さまを対象におもちゃをプレゼント 先着50名様

レストラン ≪プレゼント≫ 根付けプレゼント 1/1～1/3 各日11:00～ お会計時に来年の干支「子」の根付けをプレゼント 各日　先着50名様

フードコート ≪プレゼント≫ みかんプレゼント 1/1～1/3 各日11:00～ 料理提供の際にみかんをプレゼント 各日　先着100名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 根付けプレゼント 1/1～1/3 各日11:00～ お会計時に来年の干支「子」の根付けをプレゼント 各日　先着100名様

初狩ＰＡ（上り） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 1/1～1/5 各日7:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお客さまに飴をプレゼント 各日　先着100名様

フードコート ≪プレゼント≫ みかん・飴・ガムプレゼント 1/1～1/3 各日7:00～21:00 フードコートご利用のお客さまにみかん・飴・ガムをプレゼント 各日　先着100名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 1/1～1/3 各日7:00～21:00 お子さま連れのお客さまにお菓子をプレゼント 各日　先着100名様

釈迦堂ＰＡ（下り） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 1/1～1/5 各日7:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお客さまに飴をプレゼント 各日　先着100名様

ショッピングコーナー ≪サービス≫ おみくじサービス 1/1～1/3 各日7:00～22:00 おみくじ（無料）プレゼント 先着500名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 福飴プレゼント 1/1～1/4 各日7:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお客さまに七福神飴をプレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴・ガムプレゼント 12/27～1/5 各日7:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお客さまに眠気覚ましの飴、ガムをプレゼント 各日　先着100名様

フードコート ≪サービス≫ わかめトッピングサービス 1/1～1/3 各日7:00～22:00 フードコートご利用のお客さまにわかめのトッピングプレゼント なくなり次第終了

境川ＰＡ（下り） フードコート ≪サービス≫ わかめトッピングサービス 1/1～1/3 終日 そば・うどんをご注文のお客さまにわかめのトッピングプレゼント 限定なし

レストラン ≪サービス≫ 甲州ワインビーフコレクション割引サービス 12/8～ 各日11:00～21:00 ハンバーグ1,510円は1,280円で、ステーキ重1,410円は1,310円でご提供 先着100名様

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ パン福袋販売 12/28～1/3 各日7:00～ ベーカリーにてパン福袋販売 各日　先着20名様

八ヶ岳ＰＡ（上り） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 1/1～1/3 各日7:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお客さまに七福神の飴をプレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ 福袋販売 12/28～ 各日6:00～22:00 「八ヶ岳燻製工房」のお得な福袋を販売 先着150袋

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 1/1～ 各日6:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお客さまに七福神の飴プレゼント なくなり次第終了

屋外 ≪サービス≫ おみくじサービス 1/1～ 各日8:00～18:00 特設販売付近設置「おみくじ」（無料）プレゼント なくなり次第終了

フードコート ≪プレゼント≫ あめ玉プレゼント 1/1～1/3 各日11:00～ お子さまをお連れのお客さまを対象にあめ玉をプレゼント 各日　先着50名様

レストラン ≪プレゼント≫ あめ玉プレゼント 1/1～1/3 各日11:00～ お子さまをお連れのお客さまを対象にあめ玉をプレゼント 各日　先着50名様

屋外テント ≪イベント≫ 甘酒のふるまい 1/2or1/3 10:00～15:00 屋外テントにて甘酒のふるまい -

アルプスの贈り物 ≪プレゼント≫ 干支タオルプレゼント 1/1～1/3 7:00～ 500円以上お買い求めのお客さまに干支のタオルをプレゼント 各日　先着30名様

神戸屋ブレッズ ≪プレゼント≫ 干支タオルプレゼント 1/1～1/3 7:00～ 500円以上お買い求めのお客さまに干支のタオルをプレゼント 各日　先着30名様

ハイウェイ温泉諏訪湖 ≪イベント≫ ゆず湯 1/1～1/5 9:00～22:30 毎年恒例のゆず湯を実施 -

レストラン ≪サービス≫ お子様にドリンクバーサービス 12/27～1/5 各日10:00～ お子さま連れのお客さまにドリンクバープレゼント -

フードコート ≪サービス≫ 半煮玉子サービス 1/1～1/3 各日11:00～ 麺類をご注文のお客さまに半煮玉子プレゼント 各日　先着30名様

ハイウェイ温泉諏訪湖 ≪イベント≫ ゆず湯 1/1～1/3 各日9:00～ お正月恒例のゆず湯で疲れをリフレッシュ！ -

辰野ＰＡ（下り） デイリーヤマザキ ≪特別販売≫ 店頭加工品「プチ山賊焼き」値引き販売 12/28～1/6 各日10:00～19:00 プチ山賊焼きを30円引（360円→330円） -

フードコート ≪プレゼント≫ みかんプレゼント 1/1～1/3 各日7:00～ フードコートご利用のお客さまにみかんをプレゼント 各日　先着100名様

フードコート ≪プレゼント≫ 飴・ガムプレゼント 1/1～1/3 各日7:00～ フードコートご利用のお客さまに飴・ガムをプレゼント 各日　先着100名様

フードコート ≪特別販売≫ 年明けうどん販売 1/1～1/7 各日7:00～ 年明けうどんの特別販売 -

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 1/1～1/3 各日7:00～ お子さま連れのお客さまを対象にお菓子をプレゼント 各日　先着100名様

ショッピングコーナー ≪イベント≫ 年末年始お年玉抽選会 12/29～1/3 各日6:30～
※1/1のみ7:00～

1,000円以上お買い上されたお客さまに、その場で当たる豪華お年玉商品抽選くじにチャレン
ジ！
（当選内容）
　　　富士緑の休暇村ペアー宿泊券　2名　×2組
　　　ふじてんスノーリゾートリフト券　1名　×20本
　　　富士スバルランドペアー入場券　2名× 20組
　　　地ビールレストランシルバンズ食事券　3000円×10本
　　　富士眺望の湯ゆらりペアー入泉券　2名×10組
　　　富士桜命水ペットボトル500ml　1本×50本

112名様

フードコート ≪プレゼント≫ 眠気防止にガムプレゼント 1/2～1/3 各日7:30～19:30 フードコートご利用のお客さまにガムをプレゼント 各日　先着100名様

実施時間 内容 数量・割引内容等

（様式３）

エリア名 実施 コーナー 項　目 開催日

小黒川ＰＡ（上り）

駒ヶ岳ＳＡ（上り）

駒ヶ岳ＳＡ（下り）

談合坂ＳＡ（上り）

初狩ＰＡ（下り）

境川ＰＡ（上り）

双葉ＳＡ（下り）

八ケ岳ＰＡ（下り）

諏訪湖ＳＡ（上り）

諏訪湖ＳＡ（下り）

谷村ＰＡ（上り）

谷村ＰＡ（下り）


