
石川ＰＡ（下） ショッピングコーナー 【プレゼント】 ミニこいのぼりのプレゼント 5/5 10:00～ お子さま連れのお客さまに、“ミニこいのぼり”1個をプレゼント 先着50名様

談合坂ＳＡ（上） レストラン 【プレゼント】 おもちゃのプレゼント 5/3～5/5 各日11:00～ お子さま連れのお客さまに、おもちゃ1個をプレゼント 各日　先着30名様

談合坂ＳＡ（上） フードコート 【プレゼント】 おもちゃのプレゼント 5/3～5/5 各日11:00～ お子さまメニューを注文されたお客さまに、おもちゃ1個をプレゼント 各日　先着50名様

EXPASA談合坂（下） 麺工房 【サービス】 わかめのトッピングサービス 4/26～5/7 24時間 そば・うどんご注文のお客さまに、わかめのトッピングサービス 制限なし

EXPASA談合坂（下） ラーメン大皇 【サービス】 紅生姜のトッピングサービス 4/26～5/7 24時間 ラーメンをご注文のお客さまに、紅生姜のトッピングサービス 制限なし

谷村ＰＡ（上） フードコート 【プレゼント】 ガムのプレゼント 5/1～5/6 7:00～22:00 フードコートご利用のお客さまに、ガムをプレゼント 無くなり次第終了

谷村ＰＡ（上） フードコート 【プレゼント】 ガムや飴のプレゼント 5/3～5/5 7:00～22:00 フードコートご利用のお客さまに、ガムや飴をプレゼント 各日　先着100名様

谷村ＰＡ（下） ショッピングコーナー 【プレゼント】 ヨーヨー商品のプレゼント 5/2～5/4 6:00～19:30
商品ご購入された小学生以下のお子さま連れのお客さまに、ヨーヨー商品を
プレゼント

各日　先着50名様

谷村ＰＡ（下） フードコート 【プレゼント】 飲料のプレゼント 5/5 6:00～19:30 食事ご利用の小学生以下のお子さまに、ヤクルトをプレゼント 先着30名様

初狩ＰＡ（上） フードコート 【プレゼント】 ガムのプレゼント 5/1～5/6 7:00～22:00 フードコートご利用のお客さまに、ガムをプレゼント 無くなり次第終了

初狩ＰＡ（下） フードコート 【プレゼント】 ガムや飴のプレゼント 5/3～5/5 7:00～21:00 フードコートご利用のお客さまに、ガムや飴をプレゼント 各日　先着100名様

初狩ＰＡ（下） ショッピングコーナー 【プレゼント】 お菓子のプレゼント 5/3～5/5 7:00～21:00 お子さま連れのお客さまに、菓子をプレゼント 各日　先着100名様

釈迦堂ＰＡ（下） フードコート 【サービス】 わかめのトッピングサービス
4/26～4/27
5/2～5/3

6:30～ フードコートご利用のお客さまに、わかめのトッピングサービス 制限なし

境川ＰＡ（上） ショッピングコーナー 【プレゼント】 飴、ガムのサービス 4/26～5/6 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、眠気覚まし飴・ガムプレゼント
各日　先着100名様
《なくなり次第終了》

境川ＰＡ（上） ショッピングコーナー 【プレゼント】 飴のプレゼント 5/3～5/5 各日7:00～22:00 ショッピングコーナーご利用のお子さまに、ポップキャンディをプレゼント
各日　先着100名様
《なくなり次第終了》

境川ＰＡ（上） フードコート 【サービス】 わかめのトッピングサービス 5/1～5/6 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サービス 無くなり次第終了

境川ＰＡ（下） フードコート 【サービス】 わかめのトッピングサービス 5/3～5/5 7:00～ そば・うどんご注文のお客さまに、わかめのトッピングサービス 制限なし

双葉ＳＡ（上） レストラン 【プレゼント】 おもちゃのプレゼント 5/3～5/5 11:00～ お子さま連れのお客さまに、おもちゃをプレゼント 各日　先着100名様

八ヶ岳ＰＡ（下） ショッピングコーナー 【プレゼント】 飴のプレゼント 5/2～5/6 営業時間内 ショッピングコーナーご利用のお子さまに、ポップキャンディをプレゼント 各日　先着80名様

中央道原ＰＡ（上） デイリーヤマザキ 【プレゼント】 お菓子のプレゼント 5/3～5/5 9:00～22:00 お子さま連れのお客さまに、お菓子1個をプレゼント 各日　先着50名様

中央道原ＰＡ（下） ショッピングコーナー 【特別販売】 アイスの割引販売 4/27～5/6 7:00～21:00
会計時に「HPを見た」とお伝えいただいたお客さまに、150円アイスを半額に
て販売（1会計1個まで）

各日　先着30名様

諏訪湖ＳＡ（上） テイクアウトコーナー 【プレゼント】 ＢＯＸティッシュのプレゼント 5/3～5/5 7:00～ 500円以上お買い求めのお客さまに、可愛らしいBOXティッシュをプレゼント 各日　先着30名様

諏訪湖ＳＡ（上） ベーカリー 【プレゼント】 ＢＯＸティッシュのプレゼント 5/3～5/5 7:00～ 500円以上お買い求めのお客さまに、可愛らしいBOXティッシュをプレゼント 各日　先着30名様

諏訪湖ＳＡ（上） ハイウェイ温泉諏訪湖 【イベント】 しょうぶ湯の実施 5/3～5/5 9:00～22:00 24節季にひとつ「立夏」に合わせ、しょうぶ湯を実施 -

諏訪湖ＳＡ（上） ショッピングコーナー 【特別販売】 福袋の販売 4/27～5/6 各日11:00～ 福袋（3,000円）を販売 各日　先着7名様

エリア名 実施 コーナー 数量・割引内容等項　目 実施時間 内容開催日



エリア名 実施 コーナー 数量・割引内容等項　目 実施時間 内容開催日

諏訪湖ＳＡ（下） レストラン 【プレゼント】 ドリンクバーの無料実施 4/27～5/6 各日10:00～ メニューご注文のお客さまに、ドリンクバーを無料でご提供 制限なし

諏訪湖ＳＡ（下） ショッピングコーナー 【特別販売】 GW特撰福袋の販売 4/27～5/6 営業時間内 福袋（1,674円～1,300円）を販売 期間中50セット

諏訪湖ＳＡ（下） ショッピングコーナー 【特別販売】 GW双眼鏡特撰福袋の販売 4/27～5/6 営業時間内 双眼鏡2品福袋（50,000円）の販売 期間中5セット

諏訪湖ＳＡ（下） ハイウェイ温泉諏訪湖 【イベント】 しょうぶ湯の実施 5/3～5/6 9:00～22:00 24節季にひとつ「立夏」に合わせ、しょうぶ湯を実施 -

諏訪湖ＳＡ（下） フードコート 【プレゼント】
半煮玉子・トッピングのプレゼ
ント

5/3～5/5 各日11:00～
麺類（そば・うどん・ラーメン）をオーダーされたお客さまに、トッピングをプレゼ
ント

各日　先着30名様

小黒川ＰＡ（上） フードコート 【プレゼント】 飲料のプレゼント 5/3～5/5 各日9:00～ 対象メニューご注文のお客さまに、ヤクルト1本をプレゼント 各日　先着20名様

小黒川ＰＡ（上） ショッピングコーナー 【プレゼント】 飲料のプレゼント 5/3～5/5 各日9:00～ 2,000円以上お買い上げのお客さまに、ペットボトル飲料1本をプレゼント 各日　先着20名様

駒ケ岳ＳＡ（上） レストラン 【プレゼント】 景品のプレゼント 5/5 10:00～ お食事をされたお子さま連れのお客さまにスピードくじで景品をプレゼント 先着100名様

駒ケ岳ＳＡ（上） フードコート 【プレゼント】 ヤクルトのプレゼント 4/27～4/30 各日9:00～ かつ丼（3種）ご注文のお客さまにヤクルト1本をプレゼント 各日　先着100名様

駒ケ岳ＳＡ（上） ショッピングコーナー 【プレゼント】 ペットボトル（水）のプレゼント 5/1～5/4 各日9:00～ 3,000円以上お買上げのお客さまにペットボトル（水）500ml1本をプレゼント 各日　先着100名様

駒ケ岳ＳＡ（下） 屋外 【イベント】 改元記念餅つき大会 5/1 14:00～16:00 三升×2臼の餅つきイベントを実施し、振る舞う -

駒ケ岳ＳＡ（下） レストラン 【プレゼント】
おもちゃ・オリジナルグッズの
プレゼント

5/5 11:00～ お子さま連れのお客さまに、おもちゃ1個をプレゼント 先着50名様

駒ケ岳ＳＡ（下） フードコート 【プレゼント】 飲料のプレゼント 5/3～5/4 各日11:00～ ご利用のお客さまにヨーグルト飲料1本をプレゼント 各日　先着50名様

駒ケ岳ＳＡ（下） ショッピングコーナー 【特別販売】 改元記念福袋販売 4/27～5/7 24時間 信州土産福袋(3,000円）販売 先着30名様

駒ケ岳ＳＡ（下） ショッピングコーナー 【特別販売】 元号にちなんだ商品販売 4/27～5/7 24時間 元号にちなんだ商品の販売 終日販売

駒ケ岳ＳＡ（下） ショッピングコーナー 【プレゼント】 BOXティッシュのプレゼント 4/27～4/30 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個をプレゼント 各日　先着50名様

駒ケ岳ＳＡ（下） 特設テント 【プレゼント】 けん玉チャレンジ 5/3～5/4 11:00～
2,000円以上お買い上げのお客さまけん玉チャレンジ成功でBOXティッシュ
をプレゼント

各日　先着50名様

恵那峡ＳＡ（上） ショッピングコーナー 【特別販売】 新元号祝賀コーナー 4/27～5/7 24時間 改元に因んだお土産やグッズを特設コ－ナ－にて販売 終日販売

恵那峡ＳＡ（上） ショッピングコーナー 【特別販売】 新元号祝賀福袋 4/27～5/7 24時間 福袋（1,500円）を販売 限定数販売

恵那峡ＳＡ（上） テイクアウトコーナー 【特別販売】 割引販売・特価販売 4/27～5/7 7:00～22:00 改元に因んだお土産やグッズを特設コ－ナ－にて販売 終日販売

恵那峡ＳＡ（上） ベーカリー 【特別販売】 割引販売・特価販売 4/27～5/7 7:00～22:00 改元に因んだお土産やグッズを特設コ－ナ－にて販売 終日販売


