
石川ＰＡ（下） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ おもちゃプレゼント 8/11～8/12 各日10:00～ お子様をお連れのお客さまを対象におもちゃをプレゼント 各日　先着50名様

レストラン ≪プレゼント≫ おもちプレゼント 8/13～8/14 各日11:00～ お子様メニューを注文されたお子様を対象におもちゃをプレゼント 各日　先着30名様

フードコート ≪プレゼント≫ おもちゃプレゼント 8/13～8/14 各日11:00～ お子様メニューを注文されたお子様を対象におもちゃをプレゼント 各日　先着50名様

ＥＸＰＡＳＡ談合坂（下） 麺工房 ≪サービス≫ わかめトッピングサービス 8/13～8/15 各日7:00～ 先着でわかめトッピングサービス 各日　無くなり次第終了

フードコート ≪プレゼント≫ 飴・ガムプレゼント 8/13～8/15 7:00～22:00 お食事ご利用のお客さまに飴またはガムをプレゼント 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 8/13～8/15 7:00～22:00 お子様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 ≪プレゼント≫ ヨーヨープレゼント 8/10～8/11 営業時間内 ショッピングご利用のお子様連れのお客さまを対象にヨーヨーをプレゼント 先着25名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 8/12～8/14 営業時間内 2,000円以上お買い上げの方に富士桜命水ペットボトルプレゼント 各日　先着20名様

フードコート ≪プレゼント≫ ガムプレゼント 8/15～8/16 営業時間内 食事注文のお客さまを対象に眠気防止のガムをプレゼント 各日　先着100名様

初狩ＰＡ（上） フードコート ≪プレゼント≫ ガムプレゼント 8/11～ 各日7:00～ フードコート利用のお客さまにガムをプレゼント 無くなり次第終了

フードコート ≪プレゼント≫ 飴・ガムプレゼント 8/13～8/15 7:00～21:00 お食事ご利用のお客さまに飴またはガムをプレゼント 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 8/13～8/15 7:00～21:00 お子様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

釈迦堂ＰＡ（下） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 8/10～8/12 営業時間内 ショッピングご利用のお子様連れのお客さまを対象に飴をプレゼント 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 8/10～8/18 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またはガムをプレゼン
ト

各日　先着100名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 8/10～8/18 7:00～22:00 ショッピングご利用のお子様連れのお客さまを対象に飴をプレゼント 各日　先着100名様

スナックコーナー ≪サービス≫ わかめトッピングサービス 8/10～8/18 7:00～22:00 スナックコーナーご利用のお客さまにわかめ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≫ わかめトッピングサービス 8/13～8/15 各日7:00～
スナックコーナーにて　「そば・うどん」ご注文のお客さま[わかめのトッピング]
サービス

各日　先着100名様

双葉ＳＡ（上） レストラン ≪プレゼント≫ おもちゃプレゼント 8/13～8/15 営業時間内 レストランご利用のお子様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

レストラン ≪サービス≫ ドリンクバーの割引販売 8/1～8/25 各日11:00～ お食事ご利用の方にドリンクバーを100円にてご提供 －

レストラン ≪プレゼント≫ 条件付お茶プレゼント 8/1～8/31 営業時間内
レストラン内でお料理や記念写真をSNSにアップされた方にペットボトルのお
茶を1本プレゼント

－

フードコート ≪イベント≫ 抽選 8/1～8/31 営業時間内
ＬＩＮＥお友達登録で、ソフトクリーム無料もしくは100円引きのチャンスが当た
る抽選を実施

－

テイクアウト ≪イベント≫ 抽選 8/1～8/31 営業時間内
ＬＩＮＥお友達登録で、ソフトクリーム無料もしくは100円引きのチャンスが当た
る抽選を実施

－

八ヶ岳ＰＡ（上） 特設販売 ≪イベント≫ 天然水のかき氷販売
7/13～8/25

（予定）
11:00～17:00 サントリー 南アルプス天然水かき氷の販売 －

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飴プレゼント 8/13～8/15 6:00～ お子様にＰＯＰキャンディをプレゼント 各日　先着80名様

特設販売 ≪イベント≫ 天然水のかき氷販売
7/13～8/25

（予定）
9:00～15:00 サントリー 南アルプス天然水のかき氷販売 －

中央道原ＰＡ（上） ＣＶＳ ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/14～8/16 9:00～22:00 お子様連れのお客さまに、お菓子プレゼント 各日　先着100名様

中央道原ＰＡ（下） ショッピングコーナー ≪特別販売≫ 割引販売 8/10～8/15 7:00～21:00
会計時「HPを見た」のお申し出で、150円アイスを半額にて販売（1会計1個
まで）

各日　先着10名様

レストラン ≪プレゼント≫ あめ玉プレゼント 8/13～8/15 各日11:00～ お子様連れのお客さまに、あめ玉プレゼント 各日　先着50名様

フードコート ≪プレゼント≫ あめ玉プレゼント 8/13～8/15 各日11:00～ お子様連れのお客さまに、あめ玉プレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ 限定商品の販売 8/10～ 24Ｈ 花火玉10号他各種　お菓子詰め合わせ（8,640円他）の販売 先着10個限定

ベーカリー ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 8/13～8/16 各日7:00～ 600円以上お買い上げのお客さまにヤクルトプレゼント 各日　先着50名様

グルメ工房 ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 8/13～8/16 各日7:00～ 600円以上お買い上げのお客さまにヤクルトプレゼント 各日　先着50名様

レストラン ≪サービス≫ ドリンクサービス 8/3～8/18 10:00～21:30 小学生以下のお子様にドリンクバーサービス －

フードコート ≪サービス≫ 半煮玉子・トッピングサービス 8/13～8/15 各日11:00～
麺類（そば・うどん・ラーメン）をご注文されたお客さま対象にトッピングサービ
ス

各日　先着30名様

エリア名 実施 コーナー 項　目 開催日 実施時間

双葉ＳＡ（下）

八ヶ岳ＰＡ（下）

諏訪湖ＳＡ（上）

諏訪湖ＳＡ（下）

内容 数量・割引内容等

談合坂ＳＡ（上）

谷村ＰＡ（上）

谷村ＰＡ（下）

初狩ＰＡ（下）

境川ＰＡ（上）



エリア名 実施 コーナー 項　目 開催日 実施時間 内容 数量・割引内容等

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ お楽しみ袋の販売 8/3～ 7:00～21:00 アンパンマンのお楽しみ袋の販売 先着20袋限定

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ お子さま向け玩具の販売 8/3～ 7:00～21:00 ガム付きのおもちゃ（1,296円）の販売 先着12個限定

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ ガム、飴プレゼント 8/3～ 7:00～21:00 お買い上げのお客さまにガムもしくは飴をプレゼント 無くなり次第終了

フードコート ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 8/13～8/15 各日9:00～ 対象メニューご注文のお客さまに、ヤクルト1本サービス 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 8/13～8/15 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本プレゼント 各日　先着20名様

レストラン ≪プレゼント≫ おもちゃプレゼント 8/3～8/4 11:00～ お子様をお連れのお客さまを対象におもちゃをプレゼント 各日　先着20名様

フードコート ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 8/3～8/4 11:00～ ご利用のお客さまに乳酸菌飲料プレゼント 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 8/3～8/4 11:00～ 3,000円以上お買い上げのお客さまにBOXティッシュプレゼント 各日　先着50名様

辰野ＰＡ（上）

小黒川ＰＡ（上）

駒ヶ岳ＳＡ（下）


