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震災復興応援企画 第 2弾 

熊本・大分の特産品が当たる！夏休み『西得＋１ スマートくじ』キャンペーン 
～期間中はＷＡＯＮポイント２倍！～ 

ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：石塚 由成）と西日本高速道路サービス・ホールディン

グス株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：片桐 悟）は、夏休み期間に熊本・大分の特産品やＳＡ・ＰＡ

でのお買い物やお食事でご利用可能な割引券が当たる “お得”なキャンペーンを開催いたします。 

今回のキャンペーンは、地震で被災した熊本県・大分県の40種類の特産品をお客さまに紹介し、美味しさ

を知っていただくことで、被災地への復興支援の輪を広げることを目的としています。 

ＮＥＸＣＯ西日本グループは、熊本県・大分県を応援する取組みを、今後も続けてまいります。 

■「西得+１スマートくじ」キャンペーン

１．開催期間    平成 28年 7 月 16 日（土）～平成 28年 8月 21 日（日） 

２．開催箇所    ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ 154 箇所 （※別紙①参照） 

３．キャンペーン内容 

   ①スマートくじの配布 

対象ＳＡ・ＰＡのショッピングコーナー、レストランコーナーで 2,000 円お買い上げごとにスマートくじを１枚進

呈いたします。 

スマートくじは、「商品当選券（合計 500 名様）」、「割引券」、「はずれ」のいずれかが出てきます。 

②「商品当選券」のご利用方法 

商品当選券が出た場合、官製はがきに氏名・住所・電話番号を書いて商品当選券を貼り付けて郵送して

いただくと、特産品をプレゼントいたします。 

 [40 種類の特産品・・・おおいた豊後牛、熊本産アールスメロン、天草産車えび、など]  

≪おおいた豊後牛≫ 

（イメージ） 

≪熊本産アールスメロン≫ 

（イメージ） 

≪天草産車えび≫ 

（イメージ） 



③「割引券」のご利用方法 

割引券の種類は、「500 円割引券」「100 円割引券」「50 円割引券」の 3種類となります。 

対象ＳＡ・ＰＡのショッピングコーナー、レストランコーナーで券面金額の割引券としてご利用できます。 

４．ＮＥＸＣＯ西日本限定！「ＷＡＯＮ」ポイント２倍キャンペーン 

本キャンペーン開催期間中に、対象のＳＡ・ＰＡで電子マネー「ＷＡＯＮ」をご利用いただくと、ＷＡＯＮポイン

トを 2倍進呈いたします。（※実施箇所については、別紙②参照） 

《商品当選券・割引券（イメージ）》 
《スマートくじ（イメージ）》 

《告知ポスター(イメージ)》 



別紙①

道路名 箇所数

名神高速道路 13箇所 黒丸ＰＡ(上) 黒丸ＰＡ(下) 菩提寺ＰＡ(上) 菩提寺ＰＡ(下) 草津ＰＡ(上) 草津ＰＡ(下) 大津ＳＡ（上）1F

大津ＳＡ（上）2F 大津ＳＡ（下） 桂川ＰＡ(上) 桂川ＰＡ(下) 吹田ＳＡ(上) 吹田ＳＡ(下)

西名阪自動車道 4箇所 香芝ＳＡ(上) 香芝ＳＡ(下) 天理ＰＡ(上) 天理ＰＡ(下)

阪和自動車道 4箇所 岸和田ＳＡ(上) 岸和田ＳＡ(下) 紀ノ川ＳＡ(上) 紀ノ川ＳＡ(下)

第二神明道路 3箇所 名谷ＰＡ(上) 明石ＳＡ(上) 明石ＳＡ(下)

舞鶴若狭自動車道 4箇所 六人部ＰＡ(上) 六人部ＰＡ(下) 西紀ＳＡ(上) 西紀ＳＡ(下)

中国自動車道 31箇所 西宮名塩ＳＡ(上) 西宮名塩ＳＡ(下) 赤松ＰＡ(上) 赤松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加西ＳＡ(上) 加西ＳＡ(下)

安富ＰＡ(上) 安富ＰＡ(下) 上月ＰＡ(上) 上月ＰＡ(下) 勝央ＳＡ(上) 勝央ＳＡ(下) 真庭ＰＡ(上)

真庭ＰＡ(下) 大佐ＳＡ(上) 大佐ＳＡ(下) 七塚原ＳＡ(上) 七塚原ＳＡ(下) 本郷ＰＡ(上) 本郷ＰＡ(下)

安佐ＳＡ(上) 安佐ＳＡ(下) 吉和ＳＡ(上) 吉和ＳＡ(下) 鹿野ＳＡ(上) 鹿野ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上)

美東ＳＡ(下) 王司ＰＡ（上） 王司ＰＡ（下）

山陽自動車道 30箇所 淡河ＰＡ(下) 三木ＳＡ(上) 三木ＳＡ(下) 権現湖ＰＡ(上) 権現湖ＰＡ(下) 白鳥ＰＡ(上) 龍野西ＳＡ(上)

龍野西ＳＡ(下) 福石ＰＡ(上) 福石ＰＡ(下) 瀬戸ＰＡ(上) 吉備ＳＡ(上) 吉備ＳＡ(下) 道口ＰＡ(上)

道口ＰＡ(下) 福山ＳＡ(上) 福山ＳＡ(下) 高坂ＰＡ(上) 高坂ＰＡ(下) 小谷ＳＡ(上) 小谷ＳＡ(下)

奥屋ＰＡ(下) 沼田ＰＡ(上) 宮島ＳＡ(上) 宮島ＳＡ(下) 玖珂ＰＡ(上) 玖珂ＰＡ(下) 下松ＳＡ(上)

下松ＳＡ(下) 佐波川ＳＡ(上)

岡山自動車道 2箇所 高梁ＳＡ(上) 高梁ＳＡ(下)

米子自動車道 3箇所 大山ＰＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(下)

浜田自動車道 1箇所 寒曳山ＰＡ(上)

広島自動車道 2箇所 久地ＰＡ(上) 久地ＰＡ(下)

エリア名

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１５４箇所）

広島自動車道 2箇所 久地ＰＡ(上) 久地ＰＡ(下)

高松自動車道 3箇所 府中湖ＰＡ（下） 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松山自動車道 4箇所 石鎚山ＳＡ(上） 石鎚山ＳＡ(下） 伊予灘ＳＡ（上） 伊予灘ＳＡ（下）

高知自動車道 4箇所 馬立ＰＡ（上） 立川ＰＡ（下） 南国ＳＡ(上） 南国ＳＡ(下）

徳島自動車道 3箇所 上板ＳＡ(上） 上板ＳＡ(下） 吉野川ＳＡ（上）

九州自動車道 21箇所 吉志ＰＡ（上） 吉志ＰＡ（下） 古賀ＳＡ（上） 古賀ＳＡ（下） 基山ＰＡ（上） 基山ＰＡ（下） 広川ＳＡ（上）

広川ＳＡ（下） 玉名ＰＡ(上) 玉名ＰＡ(下) 北熊本ＳＡ(上) 北熊本ＳＡ(下) 緑川ＰＡ(上) 緑川ＰＡ(下)

宮原ＳＡ(上) 宮原ＳＡ(下) えびのＰＡ(上) えびのＰＡ(下) 溝辺ＰＡ(上) 桜島ＳＡ(上) 桜島ＳＡ(下)

長崎自動車道 8箇所 金立ＳＡ（上） 金立ＳＡ（下） 多久西ＰＡ（上） 多久西ＰＡ（下） 川登ＳＡ（上） 川登ＳＡ（下） 大村湾ＰＡ（上）

大村湾ＰＡ（下）

大分自動車道 4箇所 山田ＳＡ（上） 山田ＳＡ（下） 別府湾ＳＡ（上） 別府湾ＳＡ（下）

宮崎自動車道 4箇所 霧島ＳＡ(上) 霧島ＳＡ(下) 山之口ＳＡ(上) 山之口ＳＡ(下)

関門自動車道 2箇所 めかりＰＡ(上） 壇之浦ＰＡ(下）

沖縄自動車道 4箇所 伊芸ＳＡ（上） 伊芸ＳＡ（下） 中城ＰＡ（上） 中城ＰＡ（下）

※店舗ごとの予定配布数量に到達次第終了します。

※キャンペーン開催期間とスマートくじ配布期間、割引券のご利用間は同じです。

※ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、バーガー専門店、コーヒー専門店など一部店舗はキャンペーンの対象外となり

ます。

※当選した割引券のご利用については、対象店舗の自動販売機、レストラン・スナックコーナーの券売機、一部施設ではご利

用いただけない場合があります。詳しくは店舗のスタッフまでお問い合わせ下さい。

※当選した割引券の換金はできません。また、お買い物の際のお釣りはでません。

※宝くじ、はがき等の金券類、たばこ及び新聞・雑誌など法律等で割引販売が禁止されている商品については、割引券ご利用

の対象外とさせていただきます。



別紙②

道路名 箇所数

名神高速道路 12箇所 黒丸ＰＡ(上) 黒丸ＰＡ(下) 菩提寺ＰＡ(上) 菩提寺ＰＡ(下) 草津ＰＡ(上) 草津ＰＡ(下) 大津ＳＡ（上）2F

大津ＳＡ（下） 桂川ＰＡ(上) 桂川ＰＡ(下) 吹田ＳＡ(上) 吹田ＳＡ(下)

西名阪自動車道 3箇所 香芝ＳＡ(上) 天理ＰＡ(上) 天理ＰＡ(下)

阪和自動車道 3箇所 岸和田ＳＡ(上) 紀ノ川ＳＡ(上) 紀ノ川ＳＡ(下)

第二神明道路 3箇所 名谷ＰＡ(上) 明石ＳＡ(上) 明石ＳＡ(下)

姫路バイパス 2箇所 別所ＰＡ(上) 別所ＰＡ(下)

舞鶴若狭自動車道 4箇所 六人部ＰＡ(上) 六人部ＰＡ(下) 西紀ＳＡ(上) 西紀ＳＡ(下)

中国自動車道 29箇所 西宮名塩ＳＡ(上) 西宮名塩ＳＡ(下) 赤松ＰＡ(上) 赤松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加西ＳＡ(上) 加西ＳＡ(下)

安富ＰＡ(上) 安富ＰＡ(下) 上月ＰＡ(上) 上月ＰＡ(下) 勝央ＳＡ(上) 勝央ＳＡ(下) 真庭ＰＡ(上)

真庭ＰＡ(下) 大佐ＳＡ(上) 大佐ＳＡ(下) 七塚原ＳＡ(上) 七塚原ＳＡ(下) 安佐ＳＡ(上) 安佐ＳＡ(下)

吉和ＳＡ(上) 吉和ＳＡ(下) 鹿野ＳＡ(上) 鹿野ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下) 王司ＰＡ（上）

王司ＰＡ（下）

山陽自動車道 29箇所 淡河ＰＡ(上) 淡河ＰＡ(下) 三木ＳＡ(上) 三木ＳＡ(下) 権現湖ＰＡ(下) 白鳥ＰＡ(上) 龍野西ＳＡ(上)

龍野西ＳＡ(下) 福石ＰＡ(上) 福石ＰＡ(下) 瀬戸ＰＡ(上) 吉備ＳＡ(上) 吉備ＳＡ(下) 道口ＰＡ(上)

道口ＰＡ(下) 福山ＳＡ(下) 高坂ＰＡ(上) 高坂ＰＡ(下) 小谷ＳＡ(上) 小谷ＳＡ(下) 奥屋ＰＡ(下)

沼田ＰＡ(上) 宮島ＳＡ(上) 宮島ＳＡ(下) 玖珂ＰＡ(上) 玖珂ＰＡ(下) 下松ＳＡ(上) 下松ＳＡ(下)

佐波川ＳＡ(上)

岡山自動車道 2箇所 高梁ＳＡ(上) 高梁ＳＡ(下)

米子自動車道 3箇所 大山ＰＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(下) 蒜山高原ＳＡ(上)

広島自動車道 2箇所 久地ＰＡ(上) 久地ＰＡ(下)

浜田自動車道 1箇所 寒曳山ＰＡ（上）

高松自動車道 3箇所 府中湖ＰＡ（下） 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松山自動車道 4箇所 石鎚山ＳＡ(上） 石鎚山ＳＡ(下） 伊予灘ＳＡ（上） 伊予灘ＳＡ（下）

高知自動車道 4箇所 馬立ＰＡ（上） 立川ＰＡ（下） 南国ＳＡ(上） 南国ＳＡ(下）

徳島自動車道 3箇所 上板ＳＡ(上） 上板ＳＡ(下） 吉野川ＳＡ（上）

九州自動車道 19箇所 吉志ＰＡ（上） 吉志ＰＡ（下） 古賀ＳＡ（上） 古賀ＳＡ（下） 基山ＰＡ（上） 基山ＰＡ（下） 広川ＳＡ（上）

広川ＳＡ（下） 玉名ＰＡ(上) 玉名ＰＡ(下) 北熊本ＳＡ(上) 北熊本ＳＡ(下) 緑川ＰＡ(上) 緑川ＰＡ(下)

宮原ＳＡ(上) 宮原ＳＡ(下) えびのＰＡ(上) えびのＰＡ(下) 溝辺ＰＡ(上)

長崎自動車道 8箇所 金立ＳＡ（上） 金立ＳＡ（下） 多久西ＰＡ（上） 多久西ＰＡ（下） 川登ＳＡ（上） 川登ＳＡ（下） 大村湾ＰＡ（上）

大村湾ＰＡ（下）

大分自動車道 4箇所 山田ＳＡ（上） 山田ＳＡ（下） 別府湾ＳＡ（上） 別府湾ＳＡ（下）

宮崎自動車道 4箇所 霧島ＳＡ(上) 霧島ＳＡ(下) 山之口ＳＡ(上) 山之口ＳＡ(下)

関門自動車道 2箇所 めかりＰＡ(上） 壇之浦ＰＡ(下）

　※ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、バーガー専門店、コーヒー専門店など一部店舗はキャンペーンの対象外となります。

WAONポイント２倍キャンペーンの対象店舗（１４４箇所）

エリア名




