




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)

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 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）

　※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。

エリア名

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１５５箇所）

別紙①



商品画像（イメージ） 商品名（上段）／紹介（下段）

【兵庫県】神戸牛　バラ焼肉用（450g）

世界をうならせた神戸牛ならではのやわらかさと、深みのあるコク。
厳しい基準をクリアして選ばれた、日本が誇るブランド牛のサシ（脂）
は他の和牛と比べ融点が低く、あっさりと食べられるのが特徴です。
濃厚な旨みをご賞味ください。

【佐賀県】佐賀牛　焼肉用（400g）

佐賀県特有の穏やかな気候と美味しい水、澄み切った空気の中で
育った佐賀牛。柔らかい肉質と甘味のある豊かな風味、サシの入り
が細かく口に入れれば、とろけてしまうほどのやわらかさをお楽しみ下
さい。　佐賀牛の肩ロース肉を焼肉用にカット致しました。

【熊本県】熊本あか牛ロースステーキ（400g）

お肉の脂身が苦手な方には、さっぱりとした脂質の熊本あか牛をお
勧め致します。ヘルシーな中にも甘みと旨みのあるお肉は、脂っぽく
なくすっきりとした味わいと、しっかりした歯応えが特長です。

【高知県】四万十ポーク　ロースステーキ（600g）

日本最後の清流と言われている四万十川。見渡す限りに緑豊かな
山々が、静かにその流れをたたえています。四万十ポークは、そん
な大自然に育まれた、高知県が誇るブランドポークです。肥育日数
を長くすることにより、より品質の良い豚に仕上がります。柔らかくコク
があり、適度な脂肪をつけることで、食感が引き立ちます。

【山口県】長州黒かしわセット（300g）

山口県初の地鶏「長州黒かしわ」は、鶏肉特有の臭みが少なく、ほ
んのりと甘い澄んだ脂、地鶏ならではのコクと旨味があります。歯ごた
えを残しながら、適度な柔らかさを持つのが特徴です。豊かな自然
の中、日数をかけて大切に育てられ、旨味を増した地鶏をお楽しみく
ださい。※イメージ写真

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表

※イメージ写真

※イメージ写真

※イメージ写真

※イメージ写真
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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 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)

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（１５８箇所）

エリア名
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