
取材相手先

マスコミ名

8月26日（日）夕方5分間

（15：55～19：00の時間帯）

「Ｄｒｉｖｅ Ｐｏｒｔｅｒ

Ｒａｄｉｏ」
吉志㊤㊦ピリ辛高菜の紹介。 九州地区

8月26日（日）夕方5分間

（15：55～19：00の時間帯）

「Ｄｒｉｖｅ Ｐｏｒｔｅｒ

Ｒａｄｉｏ」
瀬戸㊤・白桃ブッセの紹介。 中国地区

2018年12月発売予定 昭文社 まっぷるマガジン2019版改訂版

白鳥㊤・赤穂塩ラーメン、権現湖㊦・バターチキンカレー～

炙りチーズのせ～、社㊦・播州ラーメン唐揚げセット、赤松

㊤・めちゃうま赤松角煮バーガー、黒丸㊤㊦・黒丸ちゃんぽ

ん、アドベリーソフト、菩提寺㊤㊦・おふくろ豚汁定食、草

津㊤・九条ネギきざみそば、草津㊦・近江牛メンチカツ定

食、桂川㊤・京都おばんざい定食、琵琶バス丼タルタル添

え、森半グリーンティーフロートの紹介

2018年12月1日発売 リクルートライフスタイル
じゃらん（旅行専門雑誌）

関西中国四国

草津㊤・ＰＡ外観、シャワーステーション内外等の撮影、

従業員1名の顔写真、コメント紹介。近江牛しぐれ煮丼、

近江牛コロッケ、京風ラーメン、つぶあん入生八ツ橋、箱入

りわらびもちの紹介。

10月上旬～11月上旬の放送回（毎週日曜9時頃） ＦＭ802 「ＧＯ！馳走　ＨＩＧＨＷＡＹ」
黒丸㊤㊦・商品（食事メニュー、お土産品）の紹介及び

撮影（店内・スタジオ）
関西地区

9月7日（金）

16：30頃～約1分・18：30頃～約2分（生放送）
鹿児島読売テレビ 「かごピタ」

えびの㊤からの生中継。霧島連山の広大な風景を楽しめ

るＰＡとして紹介。限定商品のマンゴーラングドシャやマロ

ンブッセ、チーズ饅頭を試食紹介。チキン南蛮ときんかんソ

フトクリームも紹介。

鹿児島県全域、一部宮崎県でも

視聴可能

9月7日（金）　　16：20～約12分 鹿児島読売テレビ

「かごピタ」

【行楽シーズンを先取り！高速道路のＳ

Ａ・ＰＡの秘密に迫る！】（仮）

各店舗の人気グルメや定番お土産ランキングを紹介！え

びの㊤：人気お土産ベスト3・玉名㊤：日本一大きな

【南関あげ】、日本一薄い和菓子【松風】・山川㊤：【玉

めし】・基山㊤：人気お土産ベスト3、食事ベスト3・吉志

㊤：【焼きうどん】

鹿児島県全域、一部宮崎県でも

視聴可能

8月14日（火） 18：49頃～（生中継） ＫＢＣ九州朝日放送 「シリタカ！」
基山㊤・お盆期間の混雑状況を生中継。混雑状況のリ

ポートと   利用者へのインタビュー。

8月13日（月）14時～16時（生中継） ＲＫＢ毎日放送 「今日感テレビ」
基山㊦・お盆帰省ラッシュを生中継。混雑状況をリポート。

店舗内の撮影等あり。

8月13日（月）・8月14日（火）

9：05～12：30（生放送）
ＲＫＢ毎日放送ラジオ局 「開店！ウメ子食堂」

基山㊦（8月13日）・基山㊤（8月14日）・お盆客で

賑わうパーキングエリアの様子、県外から来た方へのインタ

ビュー。8月13日と14日に取材があり、生放送される。店

舗内での取材なし。

8月16日（木）から配信開始予定 ㈱シーアール編集制作部 「Ｙａｈｏｏ！ライフマガジン」

基山㊦・「ＳＡ・ＰＡ注目グルメ5選」として取材。うどん・

そば・つつじ庵・肉うどん・かしわうどん鶏おにぎりセットのメ

ニュー撮影の他、外観・内観の撮影及び店長、スタッフに

対するインタビューあり。

7月27日（金）朝7：10分頃～約5分 ＡＢＣ朝日放送
「おはよう朝日です」内

『トレンドエクスプレス』コーナー

草津㊤・『“映え”するＳＡ・ＰＡのソフトクリーム』の企画

で、最近高速道路のＳＡ・ＰＡにフォトジェニックなソフトク

リームが続々登場とのことで、草津㊤のソフトクリーム《あん

みつひめ》が紹介される。

関西地区

7月22日（日）夕方5分間

（15：55～19：00の時間帯）

「Ｄｒｉｖｅ Ｐｏｒｔｅｒ

Ｒａｄｉｏ」
えびの㊤㊦・限定販売の「マンゴーラングドシャ」を紹介。 九州沖縄地区

7月22日（日）夕方5分間

（15：55～19：00の時間帯）

「Ｄｒｉｖｅ Ｐｏｒｔｅｒ

Ｒａｄｉｏ」

菩提寺㊤㊦・黒丸㊤㊦限定販売安曇（あど）川の特産

物である「アドベリー」を使った「アドベリークランチ」と「アドベ

リーラスク」を紹介。

近畿地区

6月24日（日）夕方5分間

（15：55～19：00の時間帯）

「Ｄｒｉｖｅ Ｐｏｒｔｅｒ

Ｒａｄｉｏ」

沼田㊤・久地㊤㊦：「特製プレーンチーズケーキ」（濃厚

でコクがありますがマイルドでクリーミー。広島のレモンを使用

しており後味爽やか）と「黒ごま醤油チーズケーキ」（地

元・沼田町の「川中醤油」で作られた醤油を使用した商

品）の紹介。

中国地区

5月26日（土）午後10時～ ＴＢＳ
「新・情報７ＤＡＹＳ

ニュースキャスター」

道口㊦・ご当地コロッケの秘密という内容で「もっコロ」（桃

のコロッケ）を取り上げた。販売元の平岡秀慶園インタ

ビュー。もっコロ物撮り。もっコロを買うお客様インタビュー。

売店外観撮影有。

5月4日（金） 　18時25分～ 九州朝日放送㈱ 「シリタカ！」

基山㊦・ＳＡのおすすめテイクアウトグルメやお土産を実際

に高速道路を走行しながら紹介。店内の撮影や建物外

観なども撮影予定。

5月5日（日）14：00～15：00 Ｊ：ＣＯＭ（ケーブルテレビ） 「ジモト満載　ええ街でおま！」

ゴールデンウィークに関西のＳＡ・ＰＡを特集し、紹介する

もの。桂川㊤・森半グリーンティーフロート・京つけもの各種

が紹介される。

4月27日（金）5：20～6：30（生放送） ㈱福岡放送 「バリはやッ！」

基山㊦・ゴールデンウィークの混雑状況をリポート及び利用

者のインタビュー予定。また基山㊦売店初登場商品という

流れで「ダイスタルト」「生筑紫もち」等を紹介されます。明

日オープンのセブンイレブンも撮影のみ行われるとのこと。

5月29日（火） 20：54～21：00
読売テレビ営業局

 営業企画開発部
「旬ハイウェイ」番組内のデータ放送

白鳥㊤・［特選逸品情報］紹介と番組視聴者へのプレ

ゼント提供。紹介商品　《お城やき》白鷺の城「姫路城」艶

やかな五層の天守閣をやわらかくチャーミングな焼き菓子に

表現しました。ふんわり優しいはちみつカステラの中には風

味豊かでなめらかなこしあんを仕込み、親しみやすいお味に

仕上がっております。同商品を番組視聴者5名様へプレゼ

ント

5月11日（金） 22：30～23：00 ＢＢＣびわ湖放送㈱ 滋賀創生ゼミナール

黒丸㊦・「ももクロ春の一大事」を開催した東近江市。その

ことによる地域への盛り上がりなどの特集の中で、黒丸Ｐ

Ａがイベントとタイアップ企画を行ったこと、それに対するファ

ンのリアクションなど。インサート用のイメージカットの撮影及

び利用者へのインタビュー。店長へのＰＡの利用状況、反

響等インタビュー。

5月20日（日）22時～ ㈱ゴシック 「林先生が驚く　初耳学」

道口㊦・平岡秀慶園の「もっコロ」（桃のコロッケ）の取

材。女性を中心にお子様連れのお客様等へ商品の感想

等をインタビュー予定。

報 道 リ ス ト

掲載及び放送日 タイトル 内容 掲載及び放送エリア



取材相手先

マスコミ名

報 道 リ ス ト

掲載及び放送日 タイトル 内容 掲載及び放送エリア

4月28日（土）午前9時25分～10時21分 西日本放送㈱（㈱ボックス）

「シアワセ気分！！」

《ドライブ情報　中四国縦断！

ＳＡ・ＰＡ名物グルメ》

高梁㊤・「名物グルメ」「人気のおみやげ」「ユニークな施

設」「話題の○○」等を女子アナリポーターが現地リポート。

グルメ試食、担当者インタビュー等による取材。ＧＷ＆行

楽シーズンのおでかけにおススメのドライブ情報をお届けしま

す。

岡山・香川エリア

4月24日（火）　19時～19時57分 関西テレビ 「ちゃちゃ入れマンデー」

桂川㊤・取材内容は、商品・店舗の外観内観撮影。また

可能であればお客様や担当者へのインタビュー等の撮影も

予定。取材対象商品は、九条ネギコロッケ、衣笠丼。

関西ローカル

Ｈ29年12月26日～Ｈ30年1月29日までの1ヶ月間掲載 ㈱メディコム
月刊タウン情報トクシマ　1月号『四国淡

路の道の駅・サービスエリア大特集』

立川㊦・取材内容は施設の特徴、オススメグルメ、人気の

お土産品（2点ほど）、イベント情報等。撮影（商品、メ

ニュー、店舗の内外等）とインタビュー有

4月号（2018年3月末配布）掲載 日野自動車㈱
月刊「ひので～す」

　「ＳＡ・ＰＡ連載」

玖珂㊤㊦・撮影は店舗外観、店内及び担当者顔写真

（店長、スタッフ）。内容はおすすめ商品の紹介。ショップ

のおすすめ２品、フードコーナーのメニュー２品又はメニュー

１品とテイクアウト１品。

日野自動車ユーザー、一部道の駅

他発行全国6万部

Ｈ30年2月13日（火） 朝日新聞山口版 朝日新聞山口版《やまぐち食探訪》

王司㊤㊦・山口県内の食の歴史をひもとく「食探訪」という

コーナーで王司ＰＡ名物肉うどんが取り上げられた。オープ

ン当初のメニューから現在の人気メニューの紹介、利用者

のコメント等も掲載され《客の好み追及・進化した甘辛》

《「上り」と「下り」味を統一》等の見出しとともに主力商品で

ある肉うどんの魅力が紹介された。掲載日同日のニュース

番組「Ｊチャンやまぐち」でも取り上げられ、放送されてい

る。

Ｈ30年3月2日（金）号掲載予定

※但し、翌週に延期の場合あり
四国新聞メディア㈱

四国新聞社が発行する生活情報誌

「オアシス」

府中湖㊦・左記「オアシス」内のうどん遍路コーナーで紹介

される。写真撮影はうどん１メニュー及び店舗外観。店の

特徴や魅力的なうどんを中心に取材される予定。

Ｈ30年4月2日発行 ㈱リクルートライフスタイル
九州じゃらん5月号

　「ＳＡ・ＰＡグルメ特集」

基山㊦・山川㊦・えびの㊤㊦（吉志㊤㊦）・ＧＷに合わ

せて「ＳＡ・ＰＡグルメ特集」を予定しており、ワンハンドグ

ルメの商品撮影予定。また撮影はないが、吉志㊤㊦の「バ

ナナソフト」も写真で紹介予定。撮影商品→基山㊦・華

味鳥バーガー、山川㊦・玉めし、えびの㊦・えびのどら焼き、

えびの㊤・小山田チーズ饅頭

Ｈ30年2月2日（金）16時50分～17時 ＲＣＣラジオ 「ドライブエスコート」

沼田㊤・ＰＡのおすすめメニュー紹介。①広島風お好み

焼き、お好み焼肉玉そば・うどん②広島レモンソフト③特製

プレーンチーズケーキ2種（プレーン・黒ゴマ醤油）④あい

らぶ沼田《名産品3品の福袋》（「天然かけ醤油」「わかめ

入り青のり」「安芸紫」）

Ｈ30年2月13日（火）18時15分～ 山口朝日放送 「Ｊチャンやまぐち」（ニュース番組）

王司㊤㊦・山口県内の食の歴史をひもとく「食探訪」という

コーナーで王司ＰＡ名物のうどんを取り上げたい。県民誰

もが知っているものの、いつからどういう理由で名物になった

のか、又上りと下りで味が違うという噂もあるので、うどんの

歴史や謎を解き明かしつつ、王司ＰＡの魅力を紹介して

頂けるとのこと。カメラ撮影、インタビュー等あり。

12月22日（金）18時15分～（予定） テレビ高知（ＫＵＴＶ） 「イブニングＫｏｃｈｉ」

立川ＰＡ・高知に残る地域食材“銀不老”を活用した老

舗旅館『城西館』の取り組みを特集します。その一つとして

銀不老“かりんとう”に着目し、売店で月間平均1万袋以

上を売り上げる人気商品となっている商品の現状、それに

まつわるエピソード等の取材。

※質問事項：

①なぜこの商品に目をつけたのか

②人気化した理由をどう捉えているか

  テレビカメラ撮影（店内、商品）。店長インタビュー等

（状況により客へのインタビュー）

11月21日（火）

9：50～10：55の間

約20分間

テレビ西日本 ももち浜ストア

大村湾㊦・「イマドキＳＡＰＡ最新情報」と題した高速道

路の魅力を紹介するコーナーで、大村湾ＰＡのグルメやお

ススメ商品、また恋人の聖地や大村湾からの景色なども紹

介していただけるとのこと。

2017年12月号掲載（11月末配布予定）
日野自動車の月刊広報誌「ひので

～す」制作会社
日野自動車の月刊広報誌「ひので～す」

「ひので～す」の「ＳＡ・ＰＡ連載」で山川㊤㊦の紹介。ト

ラック＆バスユーザー・一般旅行者に役立つ情報を紹介。

ショップ・スナックのおすすめメニューを2品ほど紹介される。

日野自動車ユーザー、一部道の駅

他発行全国6万部

11月3日（金）　16：50～約10分間 広島中国放送（ＲＣＣラジオ） 「ＮＥＸＣＯ西日本ドライブエスコート」

高梁㊦・おススメグルメ、土産の紹介等。①インディアントマ

ト焼きそば②高梁スタミナラーメン③肉味噌ラーメン定食④

高梁紅茶（リーフティーバック）⑤焼きたてパン各種（人

気のカレーパンやあんこが入ったサクサク生地のクロワッサン

等）

中国５県で放送

10月3日（火）午前7時20分頃 九州朝日放送㈱ 「アサデス。ＫＢＣ」

山川㊦・番組内企画「ドローカルＮＥＷＳ」で取材。今年

４月にリニューアルオープンした山川では名物「山川ラーメ

ン」をＰＲする軽快な「山川ラーメンの歌」が流れている。

いったいどんな歌なのか？そして、ラーメンの味は？そもそも

一体、なぜこの歌を作ったのか？番組では「山川ラーメンの

歌」の謎に迫ります。

10月25日（水）掲載 ㈱シティ情報ふくおか制作 「ももち浜ストア　うどんＭＡＰ100」

基山㊦・テレビ西日本「ももち浜ストア」の番組内コーナー

「うどんＭＡＰ」で紹介してきたうどん店を1冊の本にまとめ

た「うどんＭＡＰ100」を発行することになり、基山㊦のつつ

じ庵は出演者のおススメうどん店として紙面で紹介される。

内容は肉うどん・お店おススメメニュー・外観や店内

8月11日（金）5時20分～6時30分生中継 ＦＢＳ福岡放送 「バリはやッ！ＺＩＰ！」
基山㊦お盆休みで帰省する人達のため、交通情報のリ

ポート・おすすめのグルメやお土産の紹介を行う。

9月号掲載（8月末配布予定）
日野自動車の月刊広報誌

「ひので～す」制作会社
日野自動車の月刊広報誌「ひので～す」

馬立・立川店舗の外観、おすすめ商品、スナックメニュー及

び担当者の撮影取材。

日野自動車ユーザー、一部道の

駅。発行全国6万部

８月号掲載（7/25発売） 長崎タウン情報誌 長崎タウン情報誌「ながさきプレス」
ソフトクリーム特集の中で、大村湾㊤の「びわソフト」につい

て取材・撮影。

5月17日（水）9時50分～10時55分 ㈱テレビ西日本 ももち浜ストア

山川㊤（16日の下見によって下りになる可能性あり）。リ

ニューアルオープンする山川ＰＡから生中継＆ＶＴＲ収

録。当日のお天気情報及びオープン直後の様子を生中

継。ＯＡ後、11時からのお食事コーナー再開の様子をＶ

ＴＲ収録。店内の様子、商品、従業員、お客様にインタ

ビュー。

5月17日（水）16時50分～19時 ㈱テレビ西日本 ももち浜ストア夕方版

山川㊤（16日の下見によって下りになる可能性あり）。

山川㊦を中心に準備から内覧会中の様子を取材。従業

員の方たちやお客様へ１年ぶりのオープンについてインタ

ビュー。

2017年6月号 徳島県タウン情報誌あわわｆｒｅｅ あわわｆｒｅｅ6月号 白鳥㊤・スナックメニュー赤穂塩ラーメンの紹介 徳島県



取材相手先

マスコミ名

報 道 リ ス ト

掲載及び放送日 タイトル 内容 掲載及び放送エリア

5月上旬 佐賀新聞社　鳥栖支社 佐賀新聞
基山㊦・アサヒビールによるノンアルコールビール販売状況の

撮影や購入されたお客様へのインタビュー。
佐賀県

5月6日（土）10時15分～5分程度（生中継） ＫＢＣラジオ 「栗田善成の土曜娯楽版」 基山㊤お客様へのインタビュー

5/2（火）7時～7時55分 関西テレビ制作部 「ちゃちゃいれマンデー」
赤松㊦店内外の外観紹介及び売店代表のインタビュー。

「赤松コロッケ」の紹介。

ＷＥＢマガジン「ＳＡＧＡＲＩＣＨ」3月25日（4月号）掲載 ＳＡＧＡＲＩＣＨ編集部
ＷＥＢマガジン月刊

「ＳＡＧＡＲＩＣＨ」

基山ＰＡおすすめグルメ、人気お土産品等をモデルを使っ

て紹介。リポートの中でスタッフのインタビューあり。
掲載ＨＰ：http://sagarich.jp

じゃらん東海 東海じゃらん 黒丸㊤スナックコーナーのもつ煮込み定食紹介

平成29年2月13日（月）10：30～12：30（生中継） ＲＫＢ毎日放送㈱ 「ＲＫＢラジオ二丁目お茶の間劇場」
基山㊦・宮崎方面への利用客の様子をリポート。店外で

お客様へインタビュー。

平成29年4月10日発行 京阪神エルマガジン社
遊悠ＷＥＳＴ（5,6月）

「美食倶楽部」

基山㊤煮たまごラーメン・ゆず風味和風ラーメン・豚汁・ホ

ルモン定食・努努鶏を紹介し、店長へのインタビューもあり。

平成29年2月10日（金） 西日本新聞社　大村支局
大村湾㊦・バレンタインデー企画特集で「恋人の聖地」の

撮影、インタビュー。

ＲＣＣラジオ 「ドライブエスコート」
沼田㊤売店のお好み焼き・広島レモンソフト・あいらぶ沼田

商品の紹介

平成29年1月31日（火）24：12～25：00 テレビ大阪㈱ 「わざわざ言うテレビ」 桂川ＰＡ㊤の外特設販売店の紹介。

テレビ大阪、北海道、愛知、せとう

ち、九州、長崎。また、地上波以外

にニコニコ動画等のＷＥＢ配信もあ

り。

平成29年2月10日発行 京阪神エルマガジン社 遊悠ＷＥＳＴ（3,4月）
スナック（土産・メニュー）・ゆず味噌カツ丼・高梁インディ

アンとまと焼きそば・ゆべし

平成28年12月3日（土） ＯＨＫエンタープライズ 「ミルンへカモン！なんしょん？」
府中湖㊦「じゃらん」とのコラボ企画。おすすめグルメ情報や

売上ランキングなどを取材。

撮影日の（11/5）翌週 ＮＨＫ岡山放送局 「もぎたて」
瀬戸㊤　11/5（土）朝8：30～取材。ＮＨＫ大河ド

ラマの紹介として行われる取材（ゆかりの地を撮影）。
ＮＨＫ岡山

中国人向けＷＥＢサイト「日本通」掲載（10月・11月掲載） ㈱大倉、㈱ＺＩＬＬ 中国人向けＷＥＢサイト「日本通」 基山㊤・㊦の紹介

平成28年9月24日発売 リベラルタイム出版社 2016年秋号「蕎麦春秋vol.39」
赤松㊤・蕎麦の紹介。ご当地商品（ご当地グルメなど）

の紹介。

平成28年8月16日（火）12：22～12：30 ＫＢＣ九州朝日放送 「ガブリナ」 基山㊤・店外にて里帰りの混雑状況をリポート。

平成28年8月15日（月）13：30～15：30 ＲＫＢラジオ 「二丁目お茶の間劇場」
基山㊤・店外でのＵターンの混雑状況をリポート。お客様

へインタビュー。

平成28年8月13日（土）13：15～（5分間） ＫＢＣラジオ 「徳永玲子の午後はニコニコ」
基山㊦・お盆の混雑状況を店外でリポート。お客様へイン

タビュー。

平成28年8月12日（金）16：00～18：00 ＦＢＳ福岡放送 「めんたいワイド」
基山㊦・渋滞の最新状況、混雑具合、お客様にインタ

ビュー、時間次第でお土産、グルメ等も紹介。

平成28年7月19日（火）20：54～21：00 読売テレビ 「旬ハイウェイ」番組内のデータ放送
桂川㊤・メニュー１品紹介（ピリ辛！つけ麺そば）、番組

視聴者へお土産プレゼント提供（抹茶わらび餅）

平成28年7月上旬 ＲＣＣラジオ 「ドライブエスコート」

久地㊦・スナック、ショッピングのおススメ品紹介。予定商品

「大朝まんじゅう」「大風呂敷」「ねこカップ」「ごぼう天肉うど

ん」「豚肉のピリ辛味噌炒め定食」「モテナスソフト」

平成28年7月13日（火）19：00～20：00 ＲＫＢ毎日放送
テレビ「豆ごはん」中のコーナー「夏休み直

前！基山ＰＡ密着」

基山㊤、㊦・基山ＰＡのトリビア（裏情報・豆知識）、名

物商品紹介（肉うどん等）・熊本地震の影響等について
福岡・佐賀エリア

愛媛新聞
Ｌｅｔ’ｓ　ｅｎｊｏｙそとごはん・ご当

地の味を堪能“四国隣県高速グルメ”

府中湖㊦・「手作り野菜かき揚げぶっかけうどん」「モテナス

ランチＢ」「朝ごはん」の紹介。

平成28年6月14日（火） 旬ハイウェイデータ放送 イベント情報又は特選逸品情報

白鳥㊤・しろまるひめベイクドドーナツ「職人が丁寧に焼き

上げたドーナツです。油で揚げずさっぱりプレーンな焼きドー

ナツ」

平成28年5月3日（火）6：10～6：15 ＦＢＳ福岡放送 「バリはやっ！」
基山㊤・ＧＷの混雑状況とおすすめのお土産・料理の紹

介。

月刊タウン情報トライアングル 玖珂上下・メニューや店舗概要について

平成28年3月22日・3月29日（火）9：55～10：45 熊本朝日放送
「アサデス。」番組内コーナー

「どこに行くんですか？」

玉名㊤・お客様へのインタビュー（店外、スナック、ショッ

プ）

九州マツダ ｢ＱＭスタイル｣
玉名上下の特盛やきそば・新玉名ラーメン・メロンサワータ

ルトケーキ
九州マツダ会員向け

平成28年2月27日（土）午前10時30分～11時26分
西日本放送・四国放送・高知放送・

南海放送

ご当地名物てんこ盛り！四国じまん満喫

ドライブ

府中湖㊦・旅人武田修宏氏がモテナスランチ実食・ポイン

トカードも紹介。ショップ内でうどん、スイーツ紹介。
四国４県

朝日放送㈱ 「ジモイチドライブ」

高梁ＳＡ下・芸人がお客様をおもてなしする番組で、岡

山県美作三湯をドライブする企画の移動中にＳＡで食事

をとる想定で取材。希望の食事メニューは「インディアントマ

ト焼きそば」「岡山白桃チキン丼」

関西ローカル

平成28年2月15日（月）5時20分～ ＦＢＳ福岡放送 ｢バリはやっ！｣ 基山㊤エミューカレー特集


