
平成 28 年 11 月 30 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 

震災復興応援企画 第 5弾 

熊本・大分の特産品が当たる！『西得＋１ スマートくじ』キャンペーン 
～ご好評につき、年末年始も実施いたします＆期間中はＷＡＯＮポイント５倍～ 

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、熊本・大分の特産品やＳＡ・Ｐ

Ａでのお買い物やお食事でご利用可能な割引券が当たる “お得”なキャンペーンを開催いたします。 

今回のキャンペーンも、地震で被災した熊本県・大分県の約 20 種類の特産品をお客さまに紹介し、美味

しさを知っていただくことで、被災地への復興支援の輪を広げることを目的としています。 

ＮＥＸＣＯ西日本グループは、熊本県・大分県を応援する取組みを、今後も続けてまいります。 

■キャンペーン内容

１．開催期間    平成 28 年 12月 17 日（土）～平成 29年 1 月 9日（月・祝） 

２．開催箇所    ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ 154 箇所 （※別紙①参照） 

３．キャンペーン内容 

   ①スマートくじの配布 

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 2,000 円お買い上げごとにスマートくじを１枚進

呈いたします。 

スマートくじは、「商品当選券（合計 500 名様）」、「割引券」、「はずれ」のいずれかが出てきます。

②「商品当選券」のご利用方法 

商品当選券が出た場合、官製はがきに氏名・住所・電話番号を書いて商品当選券を貼り付けて郵送して

いただくと、特産品をプレゼントいたします。 

［イメージ画像］ 

・左上≪特選馬刺し盛り合せ≫ 

・右上≪真鯛とかぼすブリの 

       しゃぶしゃぶセット≫ 

・左下≪「阿蘇おふくろ工房」 

阿蘇漬物セット≫ 

・右下≪EXILE 焼酎 

      百助熟成1,800ｍｌ≫ 



[20種類の特産品…真鯛とかぼすブリのしゃぶしゃぶセット、阿蘇おふくろ工房 阿蘇漬物セットなど※別紙②参照] 

※「阿蘇おふくろ工房」について 

今回のプレゼントのうち、「阿蘇おふくろ工房」は、阿蘇に昔から伝わる製法・おふくろの味にこだわり、無添

加・無着色の漬物を製造されている工房です。しかし 4 月の地震で工場や従業員が被災し、数週間の休

業を余儀なくされ、現在も被害の大きかった一部工場は復旧の目途がたっておりません。 

ＮＥＸＣＯ西日本グループはこのような被災地域の復興支援の一助になりたいとの思いから、今回の地震で

被災された企業の逸品を当選者の皆さまへお届けいたします。 

③「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。 

４．「ＷＡＯＮ」ポイント５倍キャンペーン 

本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 5倍進呈いたします。（※実施箇所については、別紙③参照） 

《商品当選券・割引券（イメージ）》 《スマートくじ（イメージ）》 

《告知イメージ》 

≪阿蘇おふくろ工房被災状況≫ ≪阿蘇おふくろ工房被災状況≫ 



５．その他 

ＮＥＸＣＯ西日本グループは、以下のような熊本県・大分県を応援する取組みを行っております。 

①北熊本サービスエリア(上下線)レストラン営業再開のお知らせ 

熊本地震により一部建物に損傷を受け営業を休止していた九州自動車道 北熊本サービスエリア（上下

線）のレストランが 12 月 1 日 11:00 より営業再開します。営業再開に際し、下記の通り割引サービス等を

実施いたします。 

（１）開催期間：平成 28年 12 月 1日（木）～平成 28年 12月 4日（日） 

（２）場所：九州自動車道 北熊本サービスエリア（上下線） 

（３）内容： 

・レストランでの地元産食材を使用したメニューやショッピングコーナーでのお土産割引販売 

・熊本県観光課ＰＲブースの設置（上り線のみ） 

イベント中は熊本県内のゆるキャラも参加します。是非この機会にお立ち寄りください。 

詳しくは西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社ホームページをご覧ください。 

②熊本・大分地震に伴う募金について 

平成 28年 4月よりＮＥＸＣＯ西日本グループのＳＡ・ＰＡに募金箱を設置しております。 

募金額は平成 28年 9月末時点で 4,350,082円となっており、社会福祉法人中央共同募金会あて送金し

ております。 

≪北熊本 SA（上り線）地元食材を使用したメニュー 

肥後あか牛ハンバーグ定食 

イベント中 400円引（通常 1,663 円）≫ 

≪募金状況（大津ＳＡ（下り線））≫ 

≪北熊本 SA（下り線）地元食材を使用したメニュー 

県産牛ローストビーフ丼 

イベント中 400 円引（通常 1,480 円）≫ 



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)

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 21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） 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。

エリア名

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１５４箇所）



商品画像（イメージ） 商品名 商品画像（イメージ） 商品名

熊本産黒毛和牛「和王」
ロースすき焼き　約６００ｇ

JA熊本

甘藷ほりだしくん　５ｋｇ×２

特選馬刺し盛合せ

阿蘇おふくろ工房

阿蘇の漬物セット
【阿蘇本漬けきざみたかな・はり
はり漬け・あかど漬け（お茶漬
け）・阿蘇たかなめしの具
各100ｇ】

天草活車海老　約５００ｇ
阿蘇おふくろ工房

あか牛ハンバーグ
あか牛メンチカツセット

別紙②

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（熊本県特産品）　※画像はイメージです。

天草海産

天草とらふぐ刺身付満腹セット
株式会社 堤酒造

奥球磨桜　箱入り　1800ｍｌ

JA天草

ぽんかん　１０ｋｇ
株式会社　くま純

熊本名物いきなり団子



商品画像（イメージ） 商品名 商品画像（イメージ） 商品名

おおいた豊後牛
ロースステーキ・
ももすき焼き用セット

ＪＡおおいた杵築柑橘選果場

越冬袋掛けみかん2.5ｋｇ

安心院ソーセージ
大分名物からあげ・とり天セット
りょうたの手羽先5本・りょうたの
手羽元6本・カリッとジューシー
から揚げミックス280ｇ・やわら
かとり天250ｇ×2

つぶらなカボスと
つぶらなユズ詰合せ

安心院ソーセージ
無添加生ソーセージ詰合せ

天然倉庫・至宝セット

西得+1スマートくじキャンペーン賞品一覧表（大分県特産品）　※画像はイメージです。

別紙②

株式会社浜田通商

真鯛とかぼすブリのしゃぶしゃぶ
セット
真鯛切身×300ｇ、かぼすブリ
切身300ｇ等

株式会社　井上酒造

EXILE焼酎　百助熟成
1,800ｍｌ

大分かわしま農園

ふるさとセット
新米大分産ひとめぼれ等

エパヌイール

なめらかレアチーズクレープ
詰合せ



別紙③

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）2F

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

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) 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 29箇所 淡河ＰＡ(上) 淡河ＰＡ(下) 三木ＳＡ(上) 三木ＳＡ(下) 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(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 19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） 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)

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、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。

WAONポイント５倍キャンペーンの対象店舗（１４４箇所）

エリア名


