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平成 30年 6月 26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 

ＳＡ・ＰＡをめぐってスタンプを集め賞品をゲットしよう！  
～「明治維新 150 年」デジタルスタンプラリー開催！～ 

  ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：酒井 和広）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、ＮＥＸＣＯ西日本管内のサービスエリア（ＳＡ）・パーキン

グエリア（ＰＡ）にて明治維新 150 年を記念する企画として、ＳＡ・ＰＡをめぐりながら明治の偉人たちのスタンプを

集める「デジタルスタンプラリー」を開催します。この機会に、高速道路が定額で乗り放題になるドライブパスを利

用して、ご旅行とスタンプラリーをお得にお楽しみください。 

１． キャンペーン概要 

ＳＡ・ＰＡの店舗に立寄っていただき、スマートフォンを使って明治の偉人たち

のスタンプを集めるデジタルスタンプラリーです。スタンプ以外にも明治維新に

ちなんだトリビア（豆知識）もご用意しています。各店内にデジタルスタンプ入

手用のポスターを貼っていますので、ポスターを見つけてスタンプをゲットしま

しょう！また、スタンプの数に応じて豪華な賞品も当たります。 

２．スタンプラリーの遊び方 

スタンプイメージ 

「西郷さんが愛した郷土料理『豚骨』」 （トリビアの一例） 

鹿児島の郷土料理「豚骨」。ラーメンのスープとは関係なく、骨付きのあばら肉を黒砂糖など

で味付けした「豚骨」は、西郷隆盛も愛したとか･･･。（諸説あり） 



3．開催期間 

平成 30年 7月 7日（土）～平成 30年 11 月 30 日（金） 

※獲得されたスタンプやトリビア、フォトフレームについては、平成 30年 12月 7日（金）まで閲覧可能です。 

4.参加箇所 

NEXCO西日本管内の SA・PA 183 箇所（※別紙参照） 

※西日本管内で 42 種類のスタンプを集めることができます。どの SA・PA でどのようなスタンプがもらえるか

は、「お楽しみ」です。 

5.賞品のご応募について 

集めたスタンプの数に応じて以下の賞品にご応募できます。 

① 1 スタンプ賞：SA・PA で使える割引クーポン券（500 円相当） 

② 4 スタンプ賞：SA・PA で使える割引クーポン券（1,000 円相当） 

③ 10 スタンプ賞：明治維新ゆかりの地の商品 

            （やまぐち旬彩海峡本舗の「国産とらふぐ刺しセット」） 

④ 40 スタンプ賞：明治維新ゆかりの地へも行ける旅行券（50,000 円相当） 

⑤ 全制覇賞：183全店制覇されたお客さま皆様に表彰状 

※それぞれの個数を集めた段階で各賞にご応募いただけます。 

例えば、スタンプを 50 個集められた方は、 

①1 スタンプ賞～④40 スタンプ賞までご応募いただけます。 

  6.ドライブパスのご案内 

   関西、中国、四国、九州の高速道路が乗り放題で大変お得なドライブパスは、NEXCO 西日本公式 Web サイト

「みち旅」からお申込みいただけます。 

やまぐち旬彩海峡本舗 

「国産とらふぐ刺しセット」 



別紙

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）

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

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)

近畿自動車道 1箇所 東大阪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 4箇所 名谷ＰＡ(上) 垂水PA（下） 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 30箇所 西宮名塩ＳＡ(上) 西宮名塩ＳＡ(下) 赤松ＰＡ(上) 赤松ＰＡ(下) 社ＰＡ(上) 社ＰＡ(下) 加西ＳＡ(上)

加西ＳＡ(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 38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)

白鳥ＰＡ(下) 龍野西ＳＡ(上) 龍野西ＳＡ(下) 福石ＰＡ(上) 福石ＰＡ(下) 瀬戸ＰＡ(上) 瀬戸ＰＡ(下)

吉備ＳＡ(上) 吉備ＳＡ(下) 道口ＰＡ(上) 道口ＰＡ(下) 福山ＳＡ(上) 福山ＳＡ(下) 八幡PA(上）

八幡PA(下） 高坂ＰＡ(上) 高坂ＰＡ(下) 小谷ＳＡ(上) 小谷ＳＡ(下) 奥屋ＰＡ(上) 奥屋ＰＡ(下)

沼田ＰＡ(上) 沼田ＰＡ(下) 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) 佐波川ＳＡ(下)

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)

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 4箇所 府中湖ＰＡ（上） 府中湖ＰＡ（下） 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松山自動車道 6箇所 入野PA(上） 入野PA(下） 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 4箇所 上板ＳＡ(上） 上板ＳＡ(下） 吉野川ＳＡ（上） 吉野川ＳＡ（下）

九州自動車道 29箇所 吉志ＰＡ（上） 吉志ＰＡ（下） 直方PA(上） 鞍手PA(下） 古賀ＳＡ（上） 古賀ＳＡ（下） 須恵PA（上）

須恵PA（上） 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) 山江SA(上） 山江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 10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） 今村PA（上） 木場PA(下）

大分自動車道 6箇所 山田ＳＡ（上） 山田ＳＡ（下） 玖珠SA(上） 玖珠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)

東九州自動車道 2箇所 今川PA(上） 今川PA(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）

デジタルスタンプラリーの対象店舗（183箇所）

サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）名


