
１．飲食、物販部門

道路名 エリア名 コーナー名等 店舗名 イベント 「ここが売り！」「ここがお得！」（お店からのコメント） 期間

北陸道 黒埼ＰＡ（上） スナック サービス
食事をされた方に「黒埼茶豆」小鉢をサービスいたします。甘くておいしい黒埼茶
豆を味わってください！（午前10時より先着100名様/日）

8/12～14

北陸道 黒埼ＰＡ（上） 特設販売 果物販売
移動販売車による野菜・果物の販売。地元の新鮮な枝豆、桃などの商品を販売
予定です。天候などにより中止の場合もあります。

8/7～8
8/12～14

北陸道 黒埼ＰＡ（下） 特設販売
枝豆詰め放題
(※1袋400円）

※収穫状況により変動

白根産枝豆の詰め放題販売、黒埼のお隣というだけで味は変わりませんよ。悪
天候の場合中止。（午前11時より100kg限定/日）

8/13～14

北陸道 栄ＰＡ（上） スナック サービス　　
ラーメン類をご注文の方に「煮玉子」を1個サービスいたします。
（午前10時より先着150食/日）

8/13～8/15

北陸道 ショップ プレゼント 売店レジにて、お子様対象に乳酸飲料のプレゼント。（日/200本） 8/14～8/16

北陸道 スナック サービス 丼・定食オーダーのお客様にお茶のプレゼント。（日/50本） 8/14～8/16

北陸道 特設販売 良寛様 顔出しパネル設置 ﾊｲｼｰｽﾞﾝにはかかせないイベントです。　（お子様づれには特に好評です。） 7/24～8/22

北陸道 大積ＰＡ（下） ショップ プレゼント
ショッピングコーナーにて1500円以上お買上げのお客様を対象に、冷凍みかんを
プレゼント。（先着50名様/日）

8/12～8/15

北陸道 米山ＳＡ（上） 特設販売 陶器展示即売会 柏崎在住の陶芸作家による”地元の土”を使った陶器の展示即売会。 8/13～8/15

北陸道 ショップ サービス ポン栗を４日間消費税分の割引販売 8／13～8／16

北陸道 スナック サービス もち豚ソースカツ丼・もち豚カツカレーにドリンクバーのサービス 8／13～8／16

北陸道 ショップ サービス ポン栗を4日間消費税分の割引販売。 8/13～8/16

北陸道 スナック プレゼント
スナックコーナーご利用のお客様に干し梅プレゼント。（但し、1日限定１，０００
個、無くなり次第終了）

8/13～8/16

関越道 山谷ＰＡ（上） ショップ プレゼント
新潟の定番土産「越後笹団子10個入」「柿の種1050円」を2000円以上ご購入され
たお客様に、人気の「ハローキティ3Dノート」をプレゼントいたします。（先着10個/
日）

8/13～8/16

関越道 山谷ＰＡ（下） コンビニ デイリーヤマザキ
ガチャピン夏のチャレンジ

キャンペーン
店内商品を600円お買上ごとに1枚スクラッチカードを進呈。スクラッチを削ると「指
定商品無料交換券・割引券・応募券」があたります。

7/5～8/1

関越道 レストラン プレゼント お食事のお客様に柿の種小袋プレゼント。 8/15～8/16

関越道 その他 第二スナック 割引販売 アイスコーヒーを300円⇒200円で販売。 8/15～8/16

特設販売

越後もち豚串
（500円）
焼そば
（500円）
豚まん
（300円）

地元「越後もち豚」使用　焼きたてをガッツリご賞味ください！ 8/14～8/18

特設販売

たこ焼き
（500円）
焼だんご
（300円）
かき氷
（300円）

大玉６個のたこ焼きは食べ応え有！！　間違いない 8/14～8/18

関越道 特設販売 割引販売
ご当地カップラーメン　新潟カニだし塩ラーメン・長野　おにかけそば　野沢菜味噌
ラーメンを通常1個278円→　4個　1，000円で販売

通年

関越道 特設販売 西倉スイカ 越後川口名産「西倉スイカ」の産直販売 7月中旬(予定）～

関越道 大和ＰＡ（上） ショップ プレゼント
大和の地産品「魚沼産コシヒカリ2kg・5kg」をご購入のお客様に「お米を炊く水」を
プレゼント♪2kgの方には500mlボトル、5kgの方には2Lボトルのプレゼントです！

8/1～8/15

関越道 ショップ プレゼント
売店商品1000円以上お買い上げのお客様を対象に柿の種小袋プレゼントを実
施いたします。
（先着50名様）

8/15～8/16

関越道 特設販売
ゆきむろ米の試食販売
（荒天の場合中止あり）

21年産米を雪室の中で保存したとてもおいしいお米です。雪室に保存することで
米が自身を凍らせないようアミノ産を生成することで甘みが増した米になります。

7/18  7/19
7/25   8/1  8/8
8/14,15,16  8/22
8/29

関越道 ショップ プレゼント
売店商品500円以上お買い上げのお客様を対象に柿の種小袋プレゼント実施い
たします。
（先着50名様）

8/13～8/14

関越道 特設販売
ゆきむろ米の試食販売
（荒天の場合中止あり）

21年産米を雪室の中で保存したとてもおいしいお米です。雪室に保存することで
米が自身を凍らせないようアミノ産を生成することで甘みが増した米になります。

7/17  7/24
7/31　  8/2  8/3
8/7  8/11,12,13
8/21  8/28

関越道 谷川岳ＰＡ（下） スナック プレゼント お食事のお客様にガムをプレゼント。 8/1～8/10

上信越道 プレゼント
２０００円以上お買い上げのお客様を対象にリラックマのミニトートバッグをプレゼ
ント（先着３０名様/日）

８／１３～１６

上信越道 プレゼント
２０００円以上お買い上げのお客様を対象に新潟限定キーホルダーをプレゼント
（先着３０名様/日）

７／１７～１９

上信越道 妙高ＳＡ（下） ショップ ショッピング 信州限定商品お得セット 信州限定商品のお得な詰め合わせセットを限定販売。（100セット販売予定） ８／７～８／１５

磐越道 阿賀野川ＳＡ（下） ショップ 割引販売
新潟チップス399円を3つ購入でポッキリ1,000円！！もちろん試食もご用意してお
ります。お好きな味を３つお選びください。

7/1-8/31

とくとく情報一覧表（Ｈ２２夏のハイシーズン）

栄ＰＡ（下）

名立谷浜ＳＡ（上）

名立谷浜ＳＡ（下）

越後川口ＳＡ（上）

関越道 越後川口ＳＡ（上）

越後川口ＳＡ（下）

塩沢石打ＳＡ（上）

塩沢石打ＳＡ（下）

妙高ＳＡ（上） ショップ

別紙６－１



２．ガスステーション部門

道路名 エリア名 コーナー名等 店舗名 割引・プレゼント 「ここが売り！」「ここがお得！」（お店からのコメント） 期間

北陸道 黒埼ＰＡ（上） ガスステーション プレゼント
給油されたお客さまに、カラスに見えにくい半透明のゴミ袋をプレゼント。（１日100
枚）

8/11～8/13

北陸道 ガスステーション プレゼント 給油されたお客さまに、ようこそ新潟へ!!「新潟市観光ミニマップ」の配布。 7/17～8/31

北陸道 ガスステーション プレゼント 給油されたお客さまに、うちわをプレゼント。（先着100名様/日） 8/13～8/15

北陸道 米山ＳＡ（上） ガスステーション プレゼント 給油されたお客さまに、ポケットティッシュをプレゼント。（先着100名様/日） 8/12～8/15

北陸道 米山ＳＡ（下） ガスステーション プレゼント オイル交換されたお客さまに粗品プレゼント。 7/1～8/31

北陸道 ガスステーション サービス 給油されたお客さまに、無料で車両点検を実施。 7/17～8/31

北陸道 ガスステーション プレゼント
オイル交換されたお客さまに粗品プレゼント。(油外商品3,000円以上でＢＯＸ
ティッシュプレゼント）

7/17～8/31

北陸道 名立谷浜ＳＡ（下） ガスステーション プレゼント 給油されたお客さまに、ポケットティッシュプレゼント。（先着100名様/日） 8/12～8/15

関越道 越後川口ＳＡ（上） ガスステーション プレゼント オイル交換されたお客さまに粗品プレゼント。 7/1～8/31

関越道 ガスステーション サービス 給油されたお客さまに、無料で車両点検を実施。 8/1～8/22

関越道 ガスステーション プレゼント 給油満タンのお客さま対象でキャンディプレゼント（8：00～20：00） 8/12～8/15

名立谷浜ＳＡ（上）

越後川口ＳＡ（下）

とくとく情報一覧表（Ｈ２２夏のハイシーズン）

黒埼ＰＡ（下）

別紙６－２


