
港北ＰＡ（上） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ ポップキャンディプレゼント 8/13～8/17 各日8:00～22:00 PAご利用のお子様にレジにてポップキャンディをプレゼント 各日　100名様

東西逸品こみち ≪プレゼント≫ オリジナルグッズプレゼント 8/10～8/12 10:00～19:00 お子様をお連れのお客さまを対象にオリジナルクリアファイルをプレゼント 各日　先着100名様

頑固市場 ≪プレゼント≫ 保冷バッグプレゼント 7/20～8/30 24Ｈ 5,000円以上お買い上げで保冷バッグを1つプレゼント 通常60円～110円→0円

頑固市場 ≪サービス≫ 宅配送料無料サービス 7/20～8/30 24Ｈ 10,000円以上お買い上げで宅配の場合送料無料 通常1,000円前後→0円

ザボン ≪サービス≫ 麺大盛りサービス 8/9～8/18 24Ｈ 麺大盛りサービス 通常110円→0円

がってん寿司 ≪サービス≫ ソフトドリンク１杯サービス 8/9～8/18 24Ｈ ソフトドリンク1杯サービス 通常160円→0円

海老名ＳＡ（下） フードコート ≪特別販売≫ おむすびセットとお茶購入で50円割引 8/3～8/9 7:00～ おむすびセットとお茶を一緒に購入頂くと50円割引 780円→730円

麺宿 ≪プレゼント≫ みちまるクッキープレゼント 8/3～8/18 10:00～ お子様をお連れのお客さまに、みちまるクッキープレゼント 各日　先着50名様

麺宿 ≪プレゼント≫ 温泉玉子プレゼント 8/12～8/15 10:00～ 麺類をご注文のお客さまに温泉玉子プレゼント 各日　先着30名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ みちまるクッキープレゼント 8/3～8/18 10:00～ お子様をお連れのお客さまに、みちまるクッキープレゼント 各日　先着50名様

やさい村 ≪特別販売≫ フルーツフェア 8/10～8/18 9:00～19:00 桃・ぶどう・スイカなど季節のフルーツ販売 －

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ みちまるクッキープレゼント 8/3～8/18 10:00～ お子様をお連れのお客さまに、みちまるクッキーをプレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪特別販売≫ 季節のゼリーフェア 7/20～8/30 営業時間内 夏の手土産にオススメなフルーツゼリーを取り揃え －

シャワールーム ≪プレゼント≫ ヤクルトプレゼント 8/12～8/16 14:00～ シャワールームご利用のお客さまにヤクルトをプレゼント 各日　先着30名様

特設販売 ≪特設販売≫ 中井フルーツフェア 8/10～8/18 8:00～15:00 桃・ぶどう・スイカなど季節のフルーツを販売 －

フードコート ≪サービス≫ フルーツサービス 8/10～8/12 各日7:00～ お食事のお客さま、先着30名さまにフルーツのサービス 各日　先着30名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ ガムプレゼント 8/10～8/18 各日7:00～ お買物のお客さま、先着100名さまにガムをプレゼント 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 8/10～8/18 各日7:00～ 先着30名のお子様に、お菓子のサービス 各日　先着30名様

足柄麺宿 ≪プレゼント≫ みちまるくんクッキープレゼント 8/3～8/18 各日10:00～ お子様にみちまるくんクッキーをプレゼント 各日　先着50名様

足柄麺宿 ≪プレゼント≫ 温泉たまごプレゼント 8/10～8/18 各日10:00～ 麺宿ご利用のお客さまに温泉たまごをプレゼント 各日　先着30名様

いでぼく ≪プレゼント≫ 割引チケットプレゼント 8/10～8/14 各日8:00～ ソフトクリーム30円引きチケットプレゼント 先着30名様

ＩＺＯＮＥ　ＮＥＷＹＯＲＫ ≪特別販売≫ kidsサングラスフェア 8/10～8/18 各日7:00～19:00
kidsサングラスの割引販売
ノベルティプレゼント(kidsサングラス購入のお客さま)

\4,000→\3,500
\2,500→\1,000

数量限定

ＩＺＯＮＥ　ＮＥＷＹＯＲＫ ≪特別販売≫ サングラスの割引販売 8/3～8/18 各日7:00～19:00 サングラス(UV3)の割引販売
\5,500→\3,000
\5,000→\3,000

数量限定

足柄麺宿 ≪プレゼント≫ みちまるくんクッキープレゼント 8/3～8/18 各日10:00～ お子様にみちまるくんクッキーをプレゼント 各日　先着50名様

足柄麺宿 ≪プレゼント≫ 温泉たまごプレゼント 8/10～8/18 各日10:00～ 麺宿ご利用のお客さまに温泉たまごをプレゼント 各日　先着30名様

フードコート ≪プレゼント≫ うまい棒プレゼント 8/10～8/12 8:00～20:00 お子様連れのお客さまに、愛鷹下り限定うまい棒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≫ 手作りつまようじプレゼント 8/10～8/12 8:00～20:00 500円以上お買い上げ・お食事されたお客さまにプレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ うまい棒プレゼント 8/10～8/12 8:00～20:00 お子様連れのお客さまに、愛鷹下り限定うまい棒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≫ 手作りつまようじプレゼント 8/10～8/12 8:00～20:00 500円以上お買い上げ・お食事されたお客さまにプレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ カップコーヒー1杯プレゼント 8/10～8/12 8:00～20:00 3,000円以上お買い上げのお客さまにプレゼント 各日　先着20名様

鮎沢（下）

ＥＸＰＡＳＡ足柄（上）

ＥＸＰＡＳＡ足柄（下）

愛鷹ＰＡ（下）

内容 数量・割引内容等項　目 開催日 実施時間

ＥＸＰＡＳＡ海老名（上）

中井ＰＡ（上）

中井ＰＡ（下）

エリア名 実施 コーナー



内容 数量・割引内容等項　目 開催日 実施時間エリア名 実施 コーナー

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 空くじなしお菓子プレゼント 8/10～8/18 9:00～ お子様をお連れのお客さまを対象に1,000円買ったお客さまに空くじなしお
菓子くじプレゼント

各日　先着30名様

フードコート ≪プレゼント≫ 空くじなしお菓子プレゼント 8/10～8/18 9:00～ お子様をお連れのお客さまを対象に1,000円買ったお客さまに空くじなしお
菓子くじプレゼント

各日　先着30名様

FREE`SMARTGENERALSTORE ≪特別販売≫ 割引販売 8/3～8/18 9:00～20:00 ２BUY１０%OFF －

天丼てんや ≪プレゼント≫ アナゴ天丼豪華版 8/10～8/15 営業時間内 天丼てんやでアナゴ天丼ご注文の方に海老天1本追加（計2本)の豪華盛り 期間中全日

うるおいてい ≪特別販売≫ 割引販売 8/10～8/18 営業時間内 やきそば3食以上お買い上げで総額より100円引き －

ＮＥＳＴ ≪イベント≫ 試食販売 日程調整中 10:00～16:00 こっこ試食販売 －

ＮＥＳＴ ≪イベント≫ 試食販売 日程調整中 10:00～16:00 富士の白雪試食販売 －

ＮＥＳＴ ≪イベント≫ 試飲販売 日程調整中 10:00～16:00 水出し緑茶の試飲販売 －

ＮＥＳＴ ≪イベント≫ 試飲販売 日程調整中 10:00～16:00 水出し緑茶の試飲販売 －

ショッピングコーナー ≪イベント≫ 試食販売 日程調整中 10:00～16:00 富士の白雪試食販売 －

ショッピングコーナー ≪イベント≫ 試飲販売 日程調整中 10:00～16:00 水出し緑茶の試飲販売 －

ショッピングコーナー ≪イベント≫ 試飲販売 日程調整中 10:00～16:00 水出し緑茶の試飲販売 －

日本平ＰＡ（下） ショッピングコーナー ≪特別販売≫ 割引販売 8/3～8/18 7:00～22:00 ソフトクリーム各種30円引きで販売 380円→350円

日本坂ＰＡ（上） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ ミニペット飲料（お茶） 8/11～8/14 7:30～ 売店にて2,000円以上お買い上げのお客さま 各日　先着50名様

牧之原ＳＡ（下） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 金のハイウェイスタンプラリー 7/20～8/31 8:00～21:00 金のハイウェイスタンプを上下線で集めて2,000円以上のお買上で粗品プレ
ゼント！

－

遠州豊田ＰＡ（上） ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 飲料プレゼント 8/9～8/14 各日10:00～ 1,000円以上お買上のお客さまにミニ缶飲料をプレゼント 各日　先着30名様

三方原ＰＡ（下） 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10:00～ 1,000円以上のお買物で、ペットドリンク1本プレゼント 各日　先着30名様

屋外 ≪イベント≫ キャラクターのじゃんけん大会 8/10～8/12 11:00～　15:00～ うなぎいもイメージキャラクター「うなもとのじゃんけん大会」お客さまがじゃん
けんで勝てば、お菓子をプレゼント

各日　先着50名様

屋外 ≪特別販売≫ 農匠マーケット 8/11・8/18 8:30～14:00 地元農家による農産物の販売 －

屋外 ≪特別販売≫ 第66回ご当地グルメ浜松餃子フェスタ 8/13～8/15 10:30～18:00 浜松餃子の名店の味が集結、いろんな味をたのしんでいただきます 各日スタンプラリーの開催

屋外 ≪イベント≫ キャラクターのじゃんけん大会 8/17～8/18 11:00～　15:00～ （株）シーラックイメージキャラクター「バリ勝男くんとのじゃんけん大会」お客
さまがじゃんけんで勝てば、ミニバリ勝男をプレゼント

各日　先着50名様

レストラン ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/3～8/8 8:00～20:00 お食事をされたお子様にお菓子プレゼント －

レストラン ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/9 8:00～20:30 お食事をされたお子様にお菓子プレゼント －

レストラン ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/10 7:30～20:30 お食事をされたお子様にお菓子プレゼント －

レストラン ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/11 7:30～21:00 お食事をされたお子様にお菓子プレゼント －

レストラン ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/12～8/14 7:30～20:30 お食事をされたお子様にお菓子プレゼント －

レストラン ≪プレゼント≫ お菓子プレゼント 8/15～8/18 8:00～20:00 お食事をされたお子様にお菓子プレゼント －

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 生ういろプレゼント 8/13～8/15 各日10:00～ 1,000円以上お買い上げのお客さなに「生ういろ」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≫ お茶プレゼント 8/13～8/15 各日10:00～ お食事をされたお客さまに「お茶」1本プレゼント 各日　先着30名様

フードコート ≪プレゼント≫ 袋菓子 8/10～8/12 各日10:00～ 10：00より袋菓子をプレゼント 各日　先着50名様

ショッピングコーナー ≪プレゼント≫ 袋菓子 8/10～8/12 各日10:00～ 10：00より袋菓子をプレゼント 各日　先着50名様

上郷ＳＡ（下）

守山ＰＡ（上）

富士川ＳＡ（下）

浜名湖ＳＡ（集約）

新城ＰＡ（下）

由比ＰＡ（上）

ＥＸＰＡＳＡ富士川ＳＡ（上）


