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平成 29 年 11 月 29 日 

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

報 道 関 係 各 位 

西日本各地のあったか鍋セットが当たる 冬の『西得+１ スマートくじ』キャンペーン 
～電子マネー「WAON」ポイント 5 倍キャンペーンも同時開催！！～ 

  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、以下の期間中、冬に嬉しい西日本のご当地鍋セット

や特産品、サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（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。 

１．開催期間    平成 29年 12 月 16日（土）～平成 30年 1月 8日（月・祝） 

              ※スマートくじの配布は、各店舗なくなり次第終了となります。 

２．キャンペーン概要

■冬の西得+１ スマートくじ■ 

西日本のご当地鍋セットや特産品などが当たる西得+１スマートくじは、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税込 2,000 円お買

い上げごとにスマートくじを１枚進呈。スマートくじは「賞品当選券（合計 300

名様）」、「割引券」、「はずれ」のいずれかが出てきます。 

・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 156 箇所（※別紙①参照） 

・賞品内容 西日本のご当地鍋セットや特産品（※別紙②参照）、割引券 

賞品例：（左）山口県産「のどぐろ」しゃぶしゃぶ鍋セット 、 (右)天草とらふぐてっさ・てっちり満腹セット 

■電子マネー「WAON」ポイント 5 倍キャンペーン■ 

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、なんとＷＡＯＮポイントを 5倍進呈いたします！ 

 ・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 153 箇所（※別紙③参照） 

告知イメージ 



３．キャンペーン（冬の西得+1 スマートくじ）詳細 

  ①「賞品当選券」のご利用方法 

西日本各地の鍋セットなどの特産品が記載された「賞品当選券」が出た場合、官製はがきに氏名・住所・

電話番号を書いて「賞品当選券」を貼付して郵送※していただくとプレゼントいたします。 

※「賞品当選券」の応募期限は平成 30年 1月 15 日（月）まで（消印有効）。 

上記商品を含め 15種類の「西日本ご当地特産品」をご用意しております。※別紙②参照 

②「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。 

※「割引券」の有効期限は平成 30年 1月 8日（月・祝）まで。 

《賞品当選券・割引券（イメージ）》 《スマートくじ（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)

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 23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） 山川PA(上) 山川PA(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）

　※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。

　　上記店舗のうち、香芝SA（下）、岸和田SA（下）、伊芸SA（上・下）、中城PA（上・下）は、WAONポイント5倍キャンペーンの対象外となります。

エリア名

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１５６箇所）



商品画像（イメージ） 商品名（上段）／紹介（下段）

広島県産かきの土手鍋セット
冷凍かき400g、冷凍うどん230g×2、土手鍋用みそ150g

旬の獲れたてを急速冷凍した広島県産かきと土手鍋用味
噌をセットにしてお届けします。身が締まって味が濃厚な広
島かきは、コクがあって甘めの土手鍋に相性ぴったりです。

ふくちりセット
ふく切身600g、鍋スープ1袋、ぽん酢、もみじおろし

山口県産のサバフグをちり鍋用に食べやすい大きさのぶつ
切りにし、鰹節と昆布の風味豊かな特製ふくちりスープと
セットにしました。お鍋のあとは、溶き卵を回し入れて、旨み
たっぷりの「ふくぞうすい」をお召し上がりください。

のどぐろしゃぶしゃぶ鍋セット
のどぐろしゃぶしゃぶ180ｇ、のどぐろだし50ｇ×２(希釈用）、ゆす胡椒2ｇ
×４

前浜(日本有数の水揚げを誇る下関漁港水揚げ）の白身のトロとも
呼ばれる大き目の“のどぐろ”を素材としたセットです。のどぐろは火
を通すことにより旨みを増します。自家製だしで食べる　「しゃぶしゃ
ぶ」とそのだしで「寄せ鍋」としてもご堪能いただけます。

天草とらふぐてっさ・てっちり満腹セット
とらふぐ刺身35ｇ×2、とらふぐ皮100ｇ、刺身用ポン酢10ｍｌ×2、もみじお
ろし3ｇ×2、とらふぐ身・アラ250ｇ、ゆずポン酢150ｍｌ、出汁用昆布1枚、
ひれ酒用焼きひれ2枚×2

熊本県は自然豊かな海を活かしたとらふぐの養殖が盛んで
す。
そのとらふぐをてっさとてっちり両方で楽しめるセットです。“フ
グの王様”と言われるとらふぐの食感と旨味が口一杯に広
がります。

大分県産　真鯛とカンパチのしゃぶしゃぶセット
真鯛切身・カンパチ切身（大分県産 養殖） 各150g×2皿、カボス果汁・
ポン酢・もみじおろし・柚子胡椒 各8袋、だし昆布2枚

九州・大分県で養殖された、脂ののった真鯛とカンパチを
しゃぶしゃぶ用に薄くスライスしました。昆布でだしをとった
鍋にサッとくぐらせ、大分ならではのカボス果汁をポン酢に
入れてお召し上がりください。

※画像はイメージです。

※調理イメージ。　付け合せの野菜、皿・鍋等は付属しておりません。

別紙②

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（西日本鍋セット）

※調理イメージ。　野菜などほかの具材、鍋等は付属しておりません。

※調理イメージ。　野菜などほかの具材、鍋・皿等は付属しておりません。

※調理イメージ。　付け合せの野菜、皿・鍋等は付属しておりません。



商品画像（イメージ） 商品名（上段）／紹介（下段）

海桜鮪と海の生ハムギフトセット
海の生ハム50ｇ×3パック、海桜鮪もちビンチョウ鮪100ｇ×3パック

世界最高峰の品質鮪の「時を止めた」まったく新しい冷凍
鮪。希少な瀬付きマグロ・もちビンチョウを用いた冷凍マグロ
「海桜鮪」に、素材の味わいが舌に踊るかのようなカジキマ
グロのその名も「海の生ハム」をご賞味ください。

もさえび
約５００g(約50尾入り）

兵庫県柴山港水揚げ。獲ったばかりのもさ海老を船内で急
速冷凍。最高の状態で冷凍してあるので、うまさが違いま
す。痛みやすくあまり市場には出回らない希少価値の高い
幻の海老です。

瀬戸内海産鰆づくし
鰆の味噌漬80g×2、鰆の味噌煮60g×2、鰆のたたき120g、ポン酢2
パック

岡山の特産「さわら」を満喫できる詰合せ。定番の味噌漬け
に始まり、たたき、湯煎調理でそのままお召し上がりいただけ
る味噌煮と便利な個食の詰合せです。

瀬戸内海産地物詰め合わせ
焼あなご90g、あなごのタレ20g、鰆の味噌漬80g×2、鯛の旨干し2切、
ままかりの酢漬75g

瀬戸内海を代表するあなご、さわら、鯛、ままかりを個食
パックにして詰合せました。魅力的な瀬戸内海の味覚をご
賞味ください。

広島県産かきづくし
大粒冷凍かき200g、かきフライ(８粒)240g、蒸しかき120g、殻付かきグ
ラタン(４個)140g、かきのあまから煮100g

味わい深い広島かきの素材の良さを引き立てた商品ばかり
を詰め合わせにしました。広島かきを存分に味わえるセット
です。ご家庭で広島県産かきづくしの味覚をお楽しみくださ
い。

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（特産品）



商品画像（イメージ） 商品名（上段）／紹介（下段）

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（特産品）

藁焼き鰹たたき2節・かつお丼4袋セット
わら焼き鰹たたき2節(合計約500ｇ)、わら焼きかつお丼70ｇ×4パック、
80mlタレ×1パック、薬味(にんにく、しょうが)各3パック

一本釣り漁獲後、船内凍結された戻り鰹を使用。鰹は高知
でわら焼き加工し、たたきにしています。かつお丼も、戻り鰹
をわら焼きしたものをスライスし、甘めのたれとあわせて丼で
お召し上がりいただけるようにしました。

天草灘一夜干しセット
天然真鯛一夜干し1尾、ふぐ一夜干し3尾、アオリイカ（ミズイカ）一夜干し
1尾、アジ一夜干し4尾、太刀魚みりん干し3尾

水イカやフグ、アジ、太刀魚に加えて、天然真鯛も入ってお
り、高級感がある干物の詰め合わせセットです。旨味の増し
た一夜干しをご堪能ください。

豊後絆屋　大分漁師丼りゅうきゅうセット
真鯛りゅうきゅう８０ｇ×２、ぶりりゅうきゅう８０ｇ×２、まあじりゅうきゅう８０ｇ
×２、太刀魚りゅうきゅう８０ｇ×２、大分産乾燥わさび１ｇ×４個

大分県産の新鮮な魚を素早くさばいて大分の郷土料理りゅ
うきゅうに仕上げました。大分の昔からの漁師飯で、解凍後
そのままお召し上がりいただけます。

小国郷ジャージー牛乳アイスクリームセット
ジャージー牛乳アイスクリームバニラ130ｍｌ、ジャージー牛乳アイスクリー
ム抹茶130ｍｌ、ジャージー牛乳アイスクリームチョコ130ｍｌ、ジャージー牛
乳アイスクリームヨーグルト130ｍｌ

良質で美味しくそして安全なジャージー牛乳で作られたアイスク
リームです。ジャージー牛乳をたっぷり使用したリッチな味わいで
す。
※「平成28年（2016年）熊本地震」で大きな被害を受けた熊本地
域の特産品を選定し、その美味しさを広く知っていただくことで熊
本地域へのエールとしております。

阿蘇ものがたり６品セット
とまとケチャップ400ｇ、焼肉のタレ（にんにく）400ｇ、フレンチドレッシングさ
らり350ｇ、ブルーベリージャム120ｇ、生姜のつくだ煮100ｇ、しそのつくだ
煮130ｇ

阿蘇の農産物を主原料とした、安心・安全の手作り調味料のセット
です。
※「平成28年（2016年）熊本地震」で大きな被害を受けた熊本地
域の特産品を選定し、その美味しさを広く知っていただくことで熊
本地域へのエールとしております。

※画像はイメージです。

※調理イメージ。　皿・箸等は付属しておりません。

※調理イメージ。　付け合せの野菜、皿等は付属しておりません。



別紙③

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 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 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 31箇所 淡河ＰＡ(上) 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(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 23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） 山川ＰＡ(上) 山川ＰＡ(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）

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

　　上記店舗のうち、別所PA（上・下）、淡河PA（上）は、西得+1スマートくじキャンペーンの対象外となります。

WAONポイント5倍キャンペーンの対象店舗（１５３箇所）

エリア名


