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平成 30年 11月 27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 

西日本の特産品が当たる！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：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：中根 正治）は、12 月 14 日から 1 月 14 日までの間、広島県・岡

山県・愛媛県・大阪府の特産品や、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

用可能な割引クーポン券などが当たる “お得”なキャンペーンを開催します。 

１．開催期間    平成 30年 12月 14 日（金）～平成 31年 1月 14 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■ 

・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 155 箇所（※別紙①参照） 

・キャンペーン詳細 

 「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 1,500円お買い 

上げごとにスマートくじを 1枚進呈します。 

スマートくじには、①広島県・岡山県・愛媛県・大阪府の特産品（※別紙②参照）が当たる「商品当選券（合

計 200 名様）」、②「500円・100 円・50 円の割引クーポン券」のいずれかが出てきます。 

     ①「賞品当選券」のご利用方法 

各県府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」を貼付のうえ、平成 31年 1月 21日（月）までに（消印有効）郵送してください。 

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。 

【岡山県】千屋牛 焼肉用 【広島県】広島県産かきの土手鍋セット 

《広島県・岡山県・愛媛県・大阪府の特産品》 



②「割引クーポン券」のご利用方法 

割引クーポン券の種類は、「500 円券」「100 円券」「50 円券」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クーポン券としてご利用で

きます。 

※「割引クーポン券」の有効期限は平成 31年 1 月 14 日（月・祝）まで 

■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倍進呈します。 

 ・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 156 箇所（※別紙③参照） 

告知イメージ 

【愛媛県】甘平 【大阪府】千房お好み焼きセット 

《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)

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)

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 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)

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)

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 2箇所 山田SA（上） 山田SA（下）

東九州自動差h道 2箇所 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）

　※スマートくじは、ショッピングコーナー、レストランコーナーで1,500円（税込）毎にお買い物されたお客さまにお配りいたします

　※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。

SA・PA名

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１５５箇所）



商品画像（イメージ） 商品名（上段）／紹介（下段）

【広島】広島県産かきの土手鍋セット

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。

【広島】広島県産　神石牛ローススライス（すき焼き用）

「神石牛」は味に定評があり、口に含むとジュワッととろけるようなまろや
かさが特長です。すきやきにすると、さらに深い甘みやコクを楽しめるの
で、ご家庭での団らんにぜひ。

【岡山】千屋牛 焼肉

哲多和牛牧場で育てられた千屋牛の中でもＡ５ランクの肉をさらに美
味しくするため、低温でじっくり熟成させました。後ろ足の付け根部分の
赤身肉です。肉質は均一で柔らか過ぎず、肉の食感も旨みも存分に楽
しめます。

【岡山】Ｇｉｕｌｉｅｔｔａ-ジュリエッタ-黒箱

「Ｇｉｕｌｉｅｔｔａ」は、”プチぷよ”という品種を独自の肥料配合により栽培さ
れた実太りが良く糖度の高いミニトマトです。酸味が少なく、甘みが強い
のが特徴で、皮が薄いので口に残らず食べやすさも抜群です。

【愛媛】甘平

愛媛県高級柑橘のニューフェイス！大粒の「甘平（かんぺい）」はとても
ジューシーで甘く、プチプチ感のある果肉がはちきれそうなぐらいに、
しっかりと詰まっています。種もなく薄皮なので簡単にむけ、内皮も薄い
のでとても食べやすい「甘平」。非常に希少価値の高い「甘平」を、この
機会にどうぞ味わってみて下さい。

【愛媛】甘とろ豚ハムギフトセット「煌」

愛媛県のブランド豚「甘とろ豚」をハム、ベーコン、焼豚でお楽しみいた
だけます。

【大阪】千房お好み焼セット

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」にとろ～りもちとチーズ入りのお好み焼
「もちチーズ」に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。

【大阪】めっちゃ大阪　串カツセット

大阪のグルメと言えば「二度漬け禁止」でお馴染み串カツ。牛串や鶏む
ね串、いか串など様々な種類がお楽しみいただけるセットです。

※調理イメージ。

別紙②

※イメージ写真

※イメージ写真

※イメージ写真

※イメージ写真

※イメージ写真

※調理イメージ

※調理イメージ。

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表



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

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)

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(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 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 2箇所 山田ＳＡ（上） 山田ＳＡ（下）

東九州自動車道 2箇所 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、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

WAONポイントアップキャンペーンの対象店舗（１５６箇所）

SA・PA名


