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平成 30年 3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 

「熊本物産展」を 4月 14 日・15 日に開催します！ 
～熊本県の名産品を SA・PA で販売し熊本を応援～ 

  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、熊本地震発生から 2 年が経過することを機に「熊本物産

展」等を開催します。 

1.企画概要

■熊本物産展■ 

 熊本県で生産・加工・栽培された魅力ある商品を期間限定で販売いたします。 

 ●開催箇所 NEXCO西日本管内の SA・PA 56 箇所（別表①参照） 

 ●開催期間 平成 30年 4月 14日（土）～平成 30年 4月 15 日（日） 

 ●後援 熊本県 

≪主な販売商品（イメージ）≫※販売商品が変更される場合がございます。 

 ≪物産展の実施状況≫ 

【平成 29 年 3 月 西紀ＳＡ上り線】 

【陣太鼓 4個入り】 

712 円（税込） 

【からし蓮根】 

1,296 円（税込） 

【太平燕】  

各 378 円（税込） 



■ガラポン抽選会■ 

管内 13箇所のショッピングコーナーにて 2,000 円（税込）以上お買い上げで、熊本県の特産品やくまモン雑貨が

当たるガラポン抽選会を開催いたします。 

 ●開催箇所 NEXCO西日本管内の SA・PA 13 箇所（別表②参照） 

 ●開催期間 平成 30年 4月 14日（土）～平成 30年 4月 15 日（日） 

 ■熊本再発見！フォトコンテスト■ 

 熊本県内の素敵な風景やお好きなスポット、おススメグルメなど熊本県の魅力が伝わるような写真を撮影のう  

え、インスタグラムに投稿してください。最も熊本県の魅力が伝わる写真を投稿された方 10 名様に、熊本県の特

産品をプレゼントいたします。 

 ●開催期間 平成 30年 4月 14日(土)～平成 30年 8月 19 日（日） 

 ●参加方法 ・熊本県の魅力が伝わるような写真を撮影 

・インスタグラム公式アカウント「NEXCO 西日本サービスエリア」（nexco_west_sapa）をフォロー 

            ・ハッシュタグ（＃）「熊本再発見フォトコン」をつけ、本文に撮影場所の説明を掲載したうえで 

インスタグラム上に投稿してください 

●当選者発表  平成 30年 9月末までに当社公式アカウントよりダイレクトメール送信にて発表 

  ≪熊本県の特産品例≫※当選者発表時において、当選品が変更される場合がございます。 

2.協力 

   本企画実施にあたり、ネクセリア東日本株式会社及び中日本エクシス株式会社にもご協力いただき、 

  以下の店舗で熊本県の特産品を販売いたします。 

【ネクセリア東日本】 

  E17 関越自動車道 三芳ＰＡ（上り線）、上里ＳＡ（上り線） 

  E4 東北自動車道 那須高原ＳＡ（下り線） 

【中日本エクシス】 

  E1A 新東名高速道路 岡崎ＳＡ（集約）、駿河湾沼津ＳＡ（上り線） 

  E1 東名高速道路 海老名ＳＡ（下り線）、E20中央自動車道 双葉ＳＡ（下り線） 

  E8 北陸自動車道 南条ＳＡ（上り線）、尼御前ＳＡ（下り線） 

≪森のくまさん（お米）3kg≫ ≪鮮馬刺し赤身セット 200g≫ ≪大阿蘇どり焼肉 400g≫ 



道路名 エリア名 道路名 エリア名

1 名神高速道路 大津ＳＡ（上り線） 29 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上り線）

2 大津ＳＡ（下り線） 30 小谷ＳＡ（下り線）

3 吹田ＳＡ（上り線） 31 宮島ＳＡ（上り線）

4 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上り線） 32 宮島ＳＡ（下り線）

5 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ（上り線） 33 下松ＳＡ（上り線）

6 西紀ＳＡ（下り線） 34 下松ＳＡ（下り線）

7 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（下り線） 35 第二神明道路 明石ＳＡ（集約）

8 加西ＳＡ（上り線） 36 高松自動車道 豊浜ＳＡ（下り線）

9 加西ＳＡ（下り線） 37 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（上り線）

10 大佐SA(上り線） 38 九州自動車道 古賀ＳＡ（上り線）

11 大佐SA(下り線） 39 基山ＰＡ（上り線）

12 七塚原SA(上り線） 40 基山ＰＡ（下り線）

13 本郷ＰＡ（上り線） 41 広川ＳＡ（上り線）

14 本郷ＰＡ（下り線） 42 広川ＳＡ（下り線）

15 安佐ＳＡ（上り線） 43 北熊本ＳＡ（上り線）

16 安佐ＳＡ（下り線） 44 宮原ＳＡ（上り線）

17 吉和ＳＡ（上り線） 45 宮原ＳＡ（下り線）

18 吉和ＳＡ（下り線） 46 長崎自動車道 金立ＳＡ（上り線）

19 鹿野SA(上り線） 47 金立ＳＡ（下り線）

20 美東ＳＡ（上り線） 48 川登ＳＡ（上り線）

21 美東ＳＡ（下り線） 49 川登ＳＡ（下り線）

22 浜田自動車道 寒曳山ＰＡ（上り線） 50 大分自動車道 山田ＳＡ（上り線）

23 山陽自動車道 三木ＳＡ（上り線） 51 山田ＳＡ（下り線）

24 龍野西ＳＡ（上り線） 52 別府湾ＳＡ（上下線）

25 吉備SA(上り線） 53 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（上り線）

26 吉備SA(下り線） 54 伊芸ＳＡ（下り線）

27 福山ＳＡ（上り線） 55 中城ＰＡ（上り線）

28 福山ＳＡ（下り線） 56 中城ＰＡ（下り線）

道路名 エリア名 道路名 エリア名

1 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上り線） 8 九州自動車道 基山ＰＡ（下り線）

2 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（上り線） 9 広川ＳＡ（上り線）

3 山陽自動車道 福山ＳＡ（上り線） 10 広川ＳＡ（下り線）

4 小谷ＳＡ（上り線） 11 北熊本ＳＡ（上り線）

5 宮島ＳＡ（上り線） 12 宮原ＳＡ（上り線）

6 高松自動車道 豊浜ＳＡ（下り線） 13 宮原ＳＡ（下り線）

7 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（上り線） ※当選賞品が無くなり次第、終了となります。

※当選賞品が無くなり次第、終了となります。

熊本物産展実施箇所（別表①）

ガラポン実施箇所（別表②）


