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平成 30年 2月 28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 

今春オープンの宝塚北 SA イチオシ商品や関西の特産品が当たる 
春の 『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２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、この春新たにオープンする宝塚北

SAイチオシ商品の詰め合わせや関西の特産品、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などが当たる “お得”なキャンペーンを開催いたします。 

１．開催期間    平成 30年 3月 24 日（土）～平成 30年 5月 6日（日） 

              ※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

■春の西得+１ スマートくじ■  

「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 500 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 157 箇所（※別紙①参照） 

・賞品内容 E1A新名神高速道路の高槻JCT～神戸JCTの開通に合わせて新たにオープンする宝塚北SA

イチオシ商品の詰め合わせや関西の特産品など（※別紙②参照）、割引券 

［賞品例（イメージ）］ 

（上段左）宝塚北 SA ｲﾁｵｼ商品詰め合わせ 

（上段右）関西の特産品 

（例：神戸ビーフサーロインステーキ肉（2枚）） 

(下段)セレクション・ザ・グリコ（グリコ商品詰め合わせ） 



■電子マネー「WAON」ポイント 2 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、ＷＡＯＮポイントを 2倍進呈いたします！ 

 ・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 154 箇所（※別紙③参照） 

３．キャンペーン（春の西得+1 スマートくじ）詳細 

  ①「賞品当選券」のご利用方法 

宝塚北 SA イチオシ商品詰め合わせや関西の特産品などが記載された「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※していただき、お申し出頂いたご住

所に賞品を発送させていただきます。 

※「賞品当選券」の応募期限は平成 30年 5月 13 日（日）まで（消印有効）。 

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 5月 6日（日）まで。 

《賞品当選券・割引券（イメージ）》 《スマートくじ（イメージ）》 

告知イメージ 



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)

新名神高速道路 1箇所 宝塚北SA（上下）

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。

　※安富PA（上・下）は平成30年3月31日をもって営業休止のため、平成30年4月1日以降キャンペーン対象外となります。

　※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2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（１５７箇所）



別紙②-1

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（宝塚北SAオープン記念賞、グリコ賞）

平成30年3月18日（日）に新たにオープンする新名神高速道路 宝塚北サービスエリア（上下線）のショッピングコーナーで
お取扱いする、イチオシ商品の豪華詰め合わせです。
・〈アンリ・シャルパンティエ〉フィナンシェ（4個入）　＜写真右手前＞
　アーモンドとバターに特にこだわった有名洋菓子ブランドのフィナンシェです。
・〈宝塚 西部農事実行組合〉おいしい西谷っ米（2合分）　＜写真右奥＞
宝塚北SAの所在する自然豊かな宝塚市西谷地区で栽培されているお米です。

＜宝塚北SAオープン記念賞＞
宝塚北サービスエリア イチオシ商品の詰め合わせ

※イメージ

宝塚北SAの所在する自然豊かな宝塚市西谷地区で栽培されているお米です。
・〈菓匠館 福壽堂秀信〉ふくふくふ（5個入）　＜写真左から２番目（手前）＞
　関西の誇る和菓子の名店が、和菓子の技術で作り上げたしっとり蒸しケーキです。
・〈宝塚はちみつ〉宝塚はちみつ　＜写真左から２番目＞
　宝塚の里山で採れた100%自家生産の、完全な天然蜂蜜です。
・〈ネイチャープランニング〉奥宝塚菜園 ノンオイルドレッシング（人参）　＜写真左＞
　宝塚市西谷地区の良質な農作物を使ってつくられたノンオイルドレッシングです。

驚きのサイズ！おなじみのゴールインマークの真っ赤な化粧箱。
大人も子どもも大満足！ロングセラー菓子の詰め合わせ。

※イメージ（賞品内容が変更になる場合がございますのであらかじめご了承下さい）

＜グリコ賞＞
セレクション・ザ・グリコ



商品画像（イメージ） 商品名（上段）／紹介（下段）

近江牛焼肉食べ比べ
霜降り・赤身各200ｇ

三大和牛の一つに数えられる「近江牛」の焼き肉食べ比べセットで
す。
芳醇な香りと柔らかさをお楽しみください。

滋賀県認証環境こだわり米　みずかがみ
5kg

滋賀県育成の品種「みずかがみ」は、炊き上がりはキラキラつやや
か。冷めてもおいしい！ほどよい粘りとまろやかな甘みがあるお米で
す。
日本穀物検定協会の平成２７、２８年産米の食味ランキングにて２
年連続最高評価「特Ａ」に格付けされました。

【一保堂茶舗】バラエティ５種セット
玉露甘露10g袋、煎茶正池の尾100g袋、極上ほうじ茶100g袋、
ティーバッグセット(玉露・煎茶・ほうじ茶 各4袋入)、いり番茶ティー
バッグ21袋入

時間と手間を惜しまずに栽培され、凝縮された旨みを味わえる玉
露。甘みと渋みのバランスを楽しむ煎茶。焙煎の香りが心を和ませて
くれるほうじ茶など急須で淹れる茶葉から手軽なティーバッグまで、
さまざまな場面で使い分けができるバラエティセットです。

別紙②-2

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（関西の特産品）

さまざまな場面で使い分けができるバラエティセットです。

丹後グジ（甘鯛）食べ比べセット
一夜干し（１尾）約200g 250g、西京漬け（１尾）約250g 300g

全国的に有名な京都宮津のブランド甘鯛、丹後グジ。一夜干しと西
京漬け、二つの味わいでお楽しみ頂けます。脂の切れも良く非常に
食べ易い身質は高級魚ならではの味わいです。

【大安】京つけもの詰合せ
風流漬だいこん・風流漬はくさい・あさごぼう・味すぐき・梅きゅうり・き
ざみしば漬・青しそ胡瓜

明治３５年創業。京都伝統の手法を受け継いだつけもの専門店「大
安」の京つけもの詰合せセットです。

千房お好み焼セット
豚玉200ｇ、いか玉200ｇ、もちチーズ200ｇ、ねぎ焼180ｇ×各2、
お好み焼ソース25ｇ×6、醤油たれ10ｇ×2、ホワイトソース10ｇ、あ
おさのり0.2ｇ、かつお節1ｇ×各8

千房特製のお好み焼ミックス粉を使用してふっくらと焼あげた定番人
気のお好み焼「豚玉」と「いか玉」、とろ～りチーズとお餅入りのお好み
焼「もちチーズ」、あっさり醤油たれで食べる牛すじコンニャク入りの
「ねぎ焼」の4種類をセットにしました。電子レンジで温めるだけで名店
の味をお楽しみいただけます。

※一夜干し調理イメージ   付け合せの野菜、皿等は付属しておりません。

※調理イメージ。　皿・ヘラ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）

別紙②-2

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（関西の特産品）

元祖たこ昌　たこ焼詰合せ
しょう油味たこ焼7個入×4袋、明石焼6個入×2袋、ねぎたこ焼7個
入×2袋、つゆ2袋

大阪・道頓堀に本店を構える「たこ焼割烹たこ昌」の人気商品、しょ
う油味たこ焼、明石焼、ねぎたこ焼をセットにしました。たこ昌独自の
銅板でひとつひとつ丁寧に手焼きしています。

神戸ビーフ　サーロインステーキ肉
1万円相当（ステーキ肉２枚相当）

高級ブランド牛である兵庫県産但馬牛のなかでも、厳しい品質基準
を満たしたものだけが神戸ビーフとなります。厚めに切ったサーロイン
は、口に含むと肉汁がほとばしり、コクのあるうまみが広がります。肉
のうまみをじっくり味わいたい人におすすめです。

のどぐろ一夜干し
5尾（1尾約21ｃｍ～23ｃｍ）

その身はまさに白身魚のトロ。魚全体から溢れ出す脂には上品な甘
味があり、その身は柔らかく滑らか。高級食材として料亭などでも使
用される高級魚を一夜干しにしました。兵庫県産のどぐろ一夜干しを
是非一度お試しください。

※イメージ。プレゼント賞品は1万円相当（ステーキ肉2枚相当）です。

※調理イメージ。　皿・箸等は付属しておりません。

是非一度お試しください。

【スイーツ&ベーカリー 「ル・パン神戸北野」】
コフレ・ティルワールＢ
焼菓子3種、フィナンシェ5種

「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」直営のスイーツ＆ベーカ
リーショップ。「引出し」を意味する「ティルワール」。引出しを開けて、
中を見るのが愉しみになるようなル・パン自慢のスイーツです。

神戸「牛乃匠」 ビーフカレー
200g×4食（レトルトパウチ）

神戸で牛を極めた匠が営む創作焼肉店のオリジナルカレーです。ま
ろやかで舌触りが良く、とろけるような旨味が口いっぱいに広がりま
す。

【本家菊屋】「梅」水羊羹６点セット
小豆（80g×2）、抹茶（78g×2）、レモン（77g×1）、わらび羹（80g
×1）

創業天正13年（1585年）。歴史ある奈良県で400年以上続く老舗
御菓子司「本家菊屋」の水羊羹セットです。

※盛り付けイメージ

※イメージ画像とクッキーの種類が異なる場合があります。

※調理イメージ。　ライス、皿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）

別紙②-2

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（関西の特産品）

【早和果樹園】味一しぼり詰め合わせギフト
味一しぼり720ml×1本、味一ジュレ150ｇ×2個、黄金ジャム300ｇ
×１個

和歌山県の特産品「有田みかん」を色々な食べ方で美味しく楽しめ
る詰合わせセットです。

紀州勝浦港　特選まぐろ　冷凍セット
超食感・もちもちまぐろの生ハム 約200ｇ、マグロメンチカツ 30ｇ×
20個、マグロカマ 約350ｇ×２パック、マグロ目玉 ５個

最高級ブランド「もちもちまぐろ」を使用し、国立高等専門学校との共
同研究で開発した製法により商品化した「もちもちまぐろの生ハム」を
始め、冷めても美味しいマグロのメンチカツ、ＢＢＱなどにうってつけの
マグロのカマ、コラーゲンたっぷりのマグロの目玉の詰め合わせセット
です。

南高梅　梅紅（はちみつ漬）
梅紅400g 化粧箱入り（塩分約9％）

すっぱい梅が苦手な人でもこの梅干なら大丈夫。
ただ甘いだけではありません。南高梅をうす塩味で漬け込み、さらに
良質の蜂蜜を加え熟成させました。しっとりとしたまろやかな味わい
は、程良い酸味と絶妙のハーモニーを醸しだします。は、程良い酸味と絶妙のハーモニーを醸しだします。



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）2F

大津ＳＡ（上）1F 大津ＳＡ（下） 桂川ＰＡ(上) 桂川ＰＡ(下) 吹田ＳＡ(上) 吹田ＳＡ(下)

新名神高速道路 1箇所 宝塚北SA（上下）

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。

　※安富PA（上・下）は平成30年3月31日をもって営業休止のため、平成30年4月1日以降キャンペーン対象外となります。

　※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。

（電子マネー）WAONポイントアップキャンペーンの対象店舗（１５４箇所）

エリア名


