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【別紙】 

道の駅あいの土山×土山ハイウェイサービス×フレンドマート土山店 

「滋賀県産の木葉書で年賀状♡smile プレゼントキャンペーン」について 

  

  【実施期間】 2021 年 10 月 23 日（土）～2021 年 12 月 20 日（月） 

 

【実施内容】 期間中、道の駅あいの土山で 500 円以上、新名神高速道路土山サービスエリア、 

フレンドマート土山店で各 1，000 円以上お買い求めいただいた際の３店舗のレ 

シート（合計 2，500 円以上「税込」）を各店舗いずれかにお持ちいただくと、 

滋賀県産間伐材の「木葉書」を先着 200 名さまにプレゼントします。 

コロナ禍の移動自粛等により、逢えない方々に、環境に優しい、温もりある滋賀 

県産の「木葉書」でお便りしてみませんか。 

① 道の駅あいの土山で 500 円以上お買い求めいただいた際のレシートが対象と

なります。 

② 土山サービスエリア内の店舗（近江スエヒロダイニング The Beef、お土産売

店、セブンイレブン、専門店地雷也・近江スエヒロ土山茶屋・まる天・ウァン・

こなやはん・ピッコロボスコ、外売店うまいもん屋・ひょうたん屋・忍にん・

サスケ）で 1,000 円以上お買い求めいただいた際のレシートが対象となりま

す。※フードコート、宝くじ売場、ガソリンスタンドは除きます。 

③ フレンドマート土山店で 1，000 円以上お買い求めいただいた際のレシート

が対象となります。 

※いずれも税込価格のレシートとなります。 

        

  【引換場所・時間】 ① 道の駅あいの土山 レジカウンター         9：00～17：00 

         ② 土山サービスエリア コンシェルジュ    9：00～18：00 

③ フレンドマート土山店 サービスカウンター 9：00～21：00 

※先着 200 名さま限定となります。ご了承ください。 

※レシートはお返しできませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県産檜の間伐材を使用した木

ハガキです。（厚さ 3ｍｍ） 

甲賀市立土山小学校の児童が土山

町をイメージしたデザインを押印 

※2 年生「まつおか たくと」さん

のデザインを採用しました。 

切手を貼って 

ご利用ください 

 

2022 年 6 月 5 日滋賀県で開催される第

72 回全国植樹祭の PR の一環として、「全

国植樹祭」と文字が入っています。 

「年賀」 

と入ります 
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≪お問合せ先≫

道の駅あいの土山

TEL.0748

滋賀県甲賀市土山町北

 http://www.ainotutiyama.co.jp/

 

土山ハイウェイサービス株式会社

TEL.0748

滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲

  https://www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsutiyama/

 

 株式会社平和堂

TEL.0748

滋賀県甲賀市土山町頓宮

道の駅あいの土山 

新名神高速道路 土山サービスエリア

フレンドマート土山店 

≫ 

道の駅あいの土山 

TEL.0748-66-1244

滋賀県甲賀市土山町北土山

http://www.ainotutiyama.co.jp/

土山ハイウェイサービス株式会社

TEL.0748-66-1660

滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲

https://www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsutiyama/

株式会社平和堂フレンドマート土山店

TEL.0748-67-8071

滋賀県甲賀市土山町頓宮
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1244（9：00～17

土山 2900 

http://www.ainotutiyama.co.jp/ 

土山ハイウェイサービス株式会社 

1660（9：00～20

滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲 1122

https://www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsutiyama/

フレンドマート土山店

8071（9：00～21

滋賀県甲賀市土山町頓宮 175 番地

土山サービスエリア
型の休憩施設となっております。高速を利用されない地元のお客様もショッピン
グ・⾷事に、また高速バス発着場としてもご利用いただけます。関⻄・名古屋・
伊勢のお土産豊富な売店、麺類・丼物・定⾷
らも 24
業）、近江牛が⾷べられるレストラン、
店、宝くじ売場と多彩なお店が憩いの時を楽しませてくれます。

フレンドマート土山店
マーケットは、土山町唯一のスーパーです。地場商品の取り扱いや品質・鮮度の
良い「安全安心」な商品を品揃えはもちろんのこと、個⾷への対応や簡便性を高
めた店内「できたて」商品を多数取り揃えております。生鮮⾷品は野菜・鮮魚・
精肉とお惣菜コーナーがあり、その他、調味料や菓子・ドリンク・お酒といった
加工⾷品や豆腐・うどん・牛乳・パン・アイスなども販売しております。一部日
用品の取り扱いもございます。飲⾷のできる休憩エリア「フレンドコート」を配
置し、お
を実現いたします。
 

宿場町の風情とお茶の香り漂う道の駅あいの土山
位置し、道行く人々の憩いの場として、また情報発信の基地として親しまれてい
ます。土山の特産物、お茶の無料接待。１日
入れていただける抹茶アイスの販売が大人気です。また、毎週土、日曜日には、
ふれあい市の開催や土山の米を使ったポン菓子の販売等が行われています。
 

 

17：00） 

 

20：00） 

1122-74 

https://www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsutiyama/

フレンドマート土山店 

21：00） 

番地 

山サービスエリアは⻲山〜草津を結ぶ新名神高速道路上に位置し、上下線集約
型の休憩施設となっております。高速を利用されない地元のお客様もショッピン
グ・⾷事に、また高速バス発着場としてもご利用いただけます。関⻄・名古屋・
伊勢のお土産豊富な売店、麺類・丼物・定⾷

24 時間営業となっております。このほかコンビニエンスストア（
業）、近江牛が⾷べられるレストラン、

宝くじ売場と多彩なお店が憩いの時を楽しませてくれます。

レンドマート土山店
マーケットは、土山町唯一のスーパーです。地場商品の取り扱いや品質・鮮度の
良い「安全安心」な商品を品揃えはもちろんのこと、個⾷への対応や簡便性を高
めた店内「できたて」商品を多数取り揃えております。生鮮⾷品は野菜・鮮魚・
精肉とお惣菜コーナーがあり、その他、調味料や菓子・ドリンク・お酒といった
加工⾷品や豆腐・うどん・牛乳・パン・アイスなども販売しております。一部日
用品の取り扱いもございます。飲⾷のできる休憩エリア「フレンドコート」を配
置し、お客様の毎日の⾷卓や生活のお役に立つ店舗として、最高の「おもてなし」
を実現いたします。 

場町の風情とお茶の香り漂う道の駅あいの土山
位置し、道行く人々の憩いの場として、また情報発信の基地として親しまれてい
ます。土山の特産物、お茶の無料接待。１日
入れていただける抹茶アイスの販売が大人気です。また、毎週土、日曜日には、
ふれあい市の開催や土山の米を使ったポン菓子の販売等が行われています。
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は⻲山〜草津を結ぶ新名神高速道路上に位置し、上下線集約
型の休憩施設となっております。高速を利用されない地元のお客様もショッピン
グ・⾷事に、また高速バス発着場としてもご利用いただけます。関⻄・名古屋・
伊勢のお土産豊富な売店、麺類・丼物・定⾷

時間営業となっております。このほかコンビニエンスストア（
業）、近江牛が⾷べられるレストラン、

宝くじ売場と多彩なお店が憩いの時を楽しませてくれます。

レンドマート土山店は、店舗前を国道
マーケットは、土山町唯一のスーパーです。地場商品の取り扱いや品質・鮮度の
良い「安全安心」な商品を品揃えはもちろんのこと、個⾷への対応や簡便性を高
めた店内「できたて」商品を多数取り揃えております。生鮮⾷品は野菜・鮮魚・
精肉とお惣菜コーナーがあり、その他、調味料や菓子・ドリンク・お酒といった
加工⾷品や豆腐・うどん・牛乳・パン・アイスなども販売しております。一部日
用品の取り扱いもございます。飲⾷のできる休憩エリア「フレンドコート」を配

客様の毎日の⾷卓や生活のお役に立つ店舗として、最高の「おもてなし」
 

場町の風情とお茶の香り漂う道の駅あいの土山
位置し、道行く人々の憩いの場として、また情報発信の基地として親しまれてい
ます。土山の特産物、お茶の無料接待。１日
入れていただける抹茶アイスの販売が大人気です。また、毎週土、日曜日には、
ふれあい市の開催や土山の米を使ったポン菓子の販売等が行われています。

土山サービスエリアは
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精肉とお惣菜コーナーがあり、その他、調味料や菓子・ドリンク・お酒といった
加工⾷品や豆腐・うどん・牛乳・パン・アイスなども販売しております。一部日
用品の取り扱いもございます。飲⾷のできる休憩エリア「フレンドコート」を配

客様の毎日の⾷卓や生活のお役に立つ店舗として、最高の「おもてなし」
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入れていただける抹茶アイスの販売が大人気です。また、毎週土、日曜日には、
ふれあい市の開催や土山の米を使ったポン菓子の販売等が行われています。
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場町の風情とお茶の香り漂う道の駅あいの土山は、名古屋と大阪のほぼ中間に
位置し、道行く人々の憩いの場として、また情報発信の基地として親しまれてい
ます。土山の特産物、お茶の無料接待。１日 100 個限定で、お客様に好きなだけ
入れていただける抹茶アイスの販売が大人気です。また、毎週土、日曜日には、
ふれあい市の開催や土山の米を使ったポン菓子の販売等が行われています。
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は⻲山〜草津を結ぶ新名神高速道路上に位置し、上下線集約
型の休憩施設となっております。高速を利用されない地元のお客様もショッピン
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めた店内「できたて」商品を多数取り揃えております。生鮮⾷品は野菜・鮮魚・
精肉とお惣菜コーナーがあり、その他、調味料や菓子・ドリンク・お酒といった
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滋賀県産間伐材の
「木はがき」をプレゼント！

●道の駅あいの土山   レジカウンター（9:00～17:00）
●土山サービスエリア   コンシェルジュカウンター（9:00～18:00）
●フレンドマート土山店   サービスカウンター（9:00～21:00）

●道の駅あいの土山  （9:00～17:00）

●土山ハイウェイサービス株式会社  （9:00～20:00）

●フレンドマート土山店  （9:00～21:00）
甲賀土山IC

前野 土山支所前 蟹が坂
国道1号

P

新名神高速道路

道の駅あいの土山フレンドマート土山店

土山サービスエリア

フレンドマート土山店

道の駅あいの土山

3店舗の合計2,500円以上のレシートを
各店舗いずれかにお持ちください。先着200名さま

に

詳しくは、土山サービスエリアのホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

土山町から

びわ湖に優しい

間伐材「木はがき」

プレゼント！

土山町から

びわ湖に優しい

間伐材「木はがき」

プレゼント！

1,000円以上（税込）お買上げレシート
※フードコート、宝くじ、ガソリンスタンドは除きます。

1,000円以上（税込）お買上げレシート

500円以上（税込）お買上げレシート

土山サービスエリア（上下集約型）

10月23日（土）
12月20日（月）

滋賀県産の「木はがき」で
年賀状♡smileプレゼント
滋賀県産の「木はがき」で
年賀状♡smileプレゼント

コロナ禍で逢えない大切な方にお便りしませんかコロナ禍で逢えない大切な方にお便りしませんか
甲賀市土山町地域連携smileプロジェクト
道の駅あいの土山×土山ハイウェイサービス×フレンドマート土山店が連携

1

2

間伐材は伐採されてはじめて環境への効果を発揮するといわれています。
人工林の間伐は立木を適度に伐採して林の中に適度な光を入れ、下草などが生える
森林をつくることができます。
間伐材はCO2の固まりであり、木材として利用すれば長期間CO2を固定します。

森は木材を生産するばかりでなく、びわ湖の水と私たちの暮らしを守る働きをしています。
木を活用し、育てることで、森をあるべき姿で未来に引き継いでいくことが重要です。

引換
場所

このスタンプの図柄は、
甲賀市立土山小学校2年生
「まつおか たくと」さんの
デザインを採用しました。

全国植樹祭オール甲賀盛り上げ事業
第72回 全国植樹祭

TEL.0748-66-1660 www.ohmitetudo.co.jp/sa/tsuchiyama/

TEL.0748-67-8071

TEL.0748-66-1244 www.ainotutiyama.co.jp

土山サービスエリアは
一般道からもお越し
いただけます。

駐車場あり

2022年春開催
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期 

間

年賀状にいかがですか


