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令和 4 年 4 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 
 
 

イベント・キャンペーン目白押し！ＧＷのＳＡ・ＰＡお得情報！ 

 
ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：前川 秀和）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、ＧＷに高速道路のＳＡ・ＰＡをご利用のお客さまにお得なイベ

ント・キャンペーンをご用意しております。お出かけの際は是非お立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■春のお得なお買い物キャンペーン（2022 年 4 月 28 日～5 月 9 日） ・・・ 詳細は別紙１のとおり 

  １．お買い物したらもらえる！さらにお得な 100 円割引クーポンをプレゼント！ 

  ２．安心・お得なキャッシュレス決済！ｄ払い・楽天ペイ・WAON・ｎａｎａｃｏのポイントが通常の３倍！ 

  ３．春のドライブにぴったり！「春の爽やかドリンク」対象飲料が 20 円割引！ 

 

■西日本各地域の主なお楽しみイベントについて ・・・ 詳細は別紙２のとおり   

 イベント・キャンペーン 概要 期間 

関西 

水木しげる生誕 100 周年 

「水木しげるロード 妖怪大作戦」 

キャンペーン 

キャンペーン第１弾、第２弾開催中！ 

コラボメニューの販売や AR スタンプラリー

を実施。 

2022 年 2 月 19 日 

～10 月 10 日 

中国 
LINE でお得に 

ソフトクリームキャンペーン 

LINE の公式アカウントの友だち追加でソフト

クリームを割引販売！ 

2022 年 4 月 23 日 

～5 月 31 日 

四国 
地元高校との 

コラボメニュー販売 

四国県内の高校生とコラボし、地元の食

材を使ったメニューを販売！ 

2022 年 3 月 19 日 

～5 月 8 日 

九州 
桜の馬場 城彩苑 

コラボキャンペーン 

熊本城、くまもと花博へお出かけの方は必

見！桜の馬場 城彩苑と北熊本 SA・宮原

SA のお得なコラボキャンペーン！ 

2022 年 4 月 19 日 

～5 月 22 日 
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■『お国じまんカードラリー２０２２』が始動します！ （2022 年４月 28 日～2023 年１月 31 日） 

 

 毎年恒例の『お国じまんカードラリー』に合わせて、今回は新たに旅行前などに旅先チェックができ、参加できる『観

光ごじまん動画ラリー』を新たに実施いたします。 

 

  ＜お国じまんカードラリー＞ 

   西日本各地の全 156 観光スポットで『GO！JIMAN スタンプ』をスマホで集めて応募しよう！ 

 

  ＜NEW！観光ごじまん動画カードラリー＞ 

   旅行前の旅先チェック！コロナ禍の中、旅行に行けない方も観光ごじまん動画を見て旅気分！ 

   観光ごじまん動画を視聴して応募しよう！ 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によりイベント・キャンペーンが中止・延期になる可能性がございます。 

※ＮＥＸＣＯ西日本グループでは、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでいます。ＳＡ・ＰＡをご利用の際は感

染防止対策へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お国じまんカードラリー2022 に関するお問い合わせは 

西日本高速道路株式会社                        広報課 林、東、椹木 TEL：06-6344-7410 

・その他の内容に関するお問い合わせは、 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社  広報課 伊藤、中村   TEL：06-7175-8118 

 

本資料は、近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、大阪商工記者会、大阪建設記者クラブ、関西レジャー記者

クラブ、京都府政記者クラブ、和歌山県政記者クラブ、奈良県政記者クラブ、滋賀県政記者クラブ、兵庫県政記

者クラブ、岡山県政記者クラブ、岡山経済記者クラブ、中国地方建設記者クラブ、合同庁舎記者クラブ、広島県

政記者クラブ、山口県政記者クラブ、山口県政記者会、山口県政滝町記者クラブ、山口県下松市記者室、広島

経済記者クラブ、鳥取県庁県政記者室、高松経済記者クラブ、徳島県政記者クラブ、愛媛番町記者クラブ、高

知県政記者クラブ、福岡経済記者クラブ、佐賀県政記者クラブ、長崎県政記者クラブ、大分県政記者室、熊本

経済記者クラブ、鹿児島県政記者クラブ、宮崎県政記者クラブ、沖縄県政記者クラブ にお配りしています。 



 

 

 

■春のお得なお買い物キャンペーン：2022 年 4 月 28 日（木）～5 月 9 日（月） 

 

１．お買い物したらもらえる！さらにお得な 100 円クーポンプレゼント 

   1,500 円以上のお買い物で、100 円クーポン券をプレゼント。 

クーポン券は次回のお買い物から利用可能。 

 

２．安心・お得なキャッシュレス決済！ d 払い・楽天ペイ・WAON・nanaco がポイント 3 倍 

①QR コード決済 ｄ払い・楽天ペイご利用のお会計で、通常の 3 倍ポイント進呈。 

② 電子マネー WAON・nanaco ご利用のお会計で、WAON ポイント、nanaco ポイントを通常の 3 倍進呈。 

 

３．「春の爽やかドリンク」対象飲料が 20 円割引 

キリンビバレッジ「キリンレモン」や、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」、コカ・コーラ「ファンタプレミア」、 

常盤薬品工業「眠眠打破」などの対象飲料を販売価格（税込）から 20 円割引。 

※対象商品の取り扱いは店舗によって異なります、店頭の表示をご確認下さいますようお願いいたします。 

 

別紙１－① 



道路名 箇所数

名神⾼速道路 12箇所 ⿊丸ＰＡ(上) ⿊丸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集約

⻄名阪⾃動⾞道 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) ⻄紀ＳＡ(上) ⻄紀ＳＡ(下)

中国⾃動⾞道 29箇所 ⻄宮名塩ＳＡ(上) ⻄宮名塩ＳＡ(下) ⾚松ＰＡ(上) ⾚松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加⻄ＳＡ(上) 加⻄ＳＡ(下)

王司ＰＡ（上） 王司ＰＡ（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) ⿅野ＳＡ(上) ⿅野ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下) 安佐ＳＡ(上)

安佐ＳＡ(下)※

⼭陽⾃動⾞道 29箇所 三⽊ＳＡ(上) 三⽊ＳＡ(下) 権現湖ＰＡ(上) 権現湖ＰＡ(下) 白鳥ＰＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(下)
福⽯ＰＡ(上) 福⽯ＰＡ(下) 瀬⼾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)

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)

⻑崎⾃動⾞道 8箇所 ⾦⽴ＳＡ（上） ⾦⽴ＳＡ（下） 多久⻄ＰＡ（上） 多久⻄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。

　※安佐ＳＡ（下）のレシートクーポンキャンペーンは4/29〜5/8までの実施となります。

対象店舗（152箇所）

エリア名

<レシートクーポン>
＜電子マネーWAON、nanacoポイント3倍キャンペーン＞

<d払い・楽天ペイ　ポイント3倍キャンペーン>
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春のドライブにぴったり︕「春の爽やかドリンク」20円割引キャンペーン︕
【対象商品】

＜アサヒ飲料＞

①三ツ矢サイダー PET500ml
②アサヒ⼗六茶 PET630ml
③和紅茶 無糖ストレート PET500ml

＜キリンビバレッジ＞

①キリンレモン 450mlPET
②⽣茶 525mlPET

＜コカ・コーラ＞

①コカ・コーラ 500mlPET
②綾鷹 525mlPET
③ファンタ プレミアグレープ 380mlPET
④ファンタ プレミアレモン 380mlPET

＜常盤薬品工業＞

①眠眠打破
②激強打破
③強強打破
④眠眠打破（濃抹茶味）

別紙１－③

※対象商品の取り扱いは店舗によって異なります、店頭の表⽰をご確認下さいますようお願いいたします。



 

 

【関西地域】  水木しげる生誕 100 周年 「水木しげるロード 妖怪大作戦」キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西圏からの観光流入が多く、また車移動の親和性が高い鳥取県への新たな観光施策として、鳥取県の観光交

流局と連携し、水木しげる記念館をメインとしたイベントを企画。 

 

【第１弾】コラボメニューの販売 

１．概要 見て楽しい、食べて美味しい、妖怪を模したコラボメニューを販売 

２．期間 2022 年 2 月 19 日 ～ 10 月 10 日 

３．対象 SA 
宝塚北 SA（上下一体）、三木 SA（上下線）、龍野西 SA（上り線）、加西 SA（上下線）、 

西宮名塩 SA（上下線）、西紀 SA（上下線）、明石 SA（上下線）  計 12 店舗 

 
４．主なコラボメニュー（一部店舗のコラボメニューは数量限定販売です） 

 

【第２弾】ＡＲ妖怪スタンプラリー 

１．概要 

対象 SA 店舗内の“妖怪出現ポイント”にある２次元コードをスマートフォンで読み取り、妖怪たち

を探そう！妖怪の獲得数に応じて特産品の詰め合わせセットなどが当たります。 

Ｗチャンスとして妖怪たちと一緒に撮った写真に「#高速 de 妖怪」を付けて投稿すると、抽選で

素敵な景品プレゼント。 

２．期間 
2022 年 4 月 1 日 ～ 7 月 3 日 及び 7 月 16 日～10 月 10 日 

※各期間で獲得できる妖怪が異なります。 

©水木プロ 
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宝塚北 SA 三木 SA（上り線） 三木 SA（下り線） 西宮名塩 SA（上り線） 



３．対象 

SAPA など 

宝塚北 SA（上下集約）、大津 SA（上下線）、吹田 SA（上下線）、西宮名塩 SA（上下線）、 

三木 SA(上下線)、龍野西 SA（上下線）、明石 SA（上下線）、加西 SA（上下線）、 

安富 PA(上下線)、西紀 SA（上下線）、香芝 SA（上下線）、岸和田 SA（上下線）、紀ノ川 SA（上

下線）、水木しげる記念館、水木しげるロードの各店舗 

４．内容 

 

〇全妖怪 制覇賞（全２６体） 

 全妖怪を獲得のうえ、特典引換画面の応募フォームからご応募いただくと抽選で 5,000 円相

当の鳥取県特産品の詰め合わせ・完走賞（賞状）をプレゼント。 

 

〇妖怪５体 獲得賞 

 妖怪を５体獲得のうえ、特典引換画面の応募フォームからご応募いただくと、抽選で『ゲゲゲ

の鬼太郎』のグッズ詰め合わせプレゼント。 

 

〇妖怪２体 獲得賞 

対象 SA のショッピングコーナーで 700 円（税込）以上お買い上げのうえ、ショッピングレジで特典

引換画面をご提示いただくと『オリジナルシール』プレゼント。 

 

※ＡＲ画面上に表示される妖怪の例（イメージ） 

5．その他 

＜周って探そう謎解きクイズラリー＞ 

対象 SAPA に設置のリーフレットにクイズ（全 5 問）が記載されています。 

境港市・水木しげるロードの店舗でクイズの答えを見つけ出し、 

全問正解すると、先着 1,000 名様にオリジナルグッズをプレゼント！ 

 

＜買って当てよう特産品プレゼントキャンペーン＞ 

高速道路の対象 SAPA と境港市の「水木しげるロード」内の店舗それぞれで 

税込 1,000 円以上のお買い物をしたレシート 2 枚を専用ハガキに貼って応募すると、 

鳥取県境港市の特産品詰め合わせセット（5,000 円相当）が抽選で 20 名様に当たります。 

 

 

 

 

 

 

※イメージは変更される場合があります。 



 

 

【中国地域】  LINE でお得にソフトクリームキャンペーン 

１．概要 

地元食材を使用したご当地ソフトクリームや SA・PA イチオシのソフトクリームが NEXCO 西日本

SA・PA の LINE 公式アカウントに友だち追加し店頭ポスター等でお知らせするキーワードを入力する

と対象ソフトクリームの 50 円割引券をプレゼント。 

２．期間 2022 年 4 月 23 日 ～ 5 月 31 日 

３．対象 SA 

中国地域の SAPA４３箇所 

本郷 PA(上下線)、鹿野 SA（上下線）、美東 SA（上下線）、王司 PA（上下線）、 

上月 PA（上下線）、勝央 SA（上下線）、真庭 PA（上下線）、大佐 SA（上下線）、 

小谷 SA（上下線）、奥屋 PA（下り線）、沼田 PA（上り線）、宮島 SA（上下線）、 

玖珂 PA（上下線）、下松 SA（上下線）、佐波川 SA（上り線）、久地 PA（上下線）、 

瀬戸 PA（上り線）、吉備 SA（上下線）、道口 PA（上下線）、福山 SA（上下線）、 

高坂 PA（上下線）、蒜山高原 SA（上下線）、大山 PA（上り線）、高梁 SA（上下線） 

 
４．主な対象ソフト 
 

下松 SA（上り線） がんね栗ソフト 500 円（税込） 

 

希少な岩国の岸根栗のペーストをたっぷり使用しました。 

なめらかな食感が楽しめるソフトクリームです。 

福山 SA（上り線） 薔薇ソフトクリーム 550 円（税込） 

 

キュートな薔薇ゼリーにカラフルなマシュマロを散りばめました。 

可愛いらしい見た目が特徴のソフトクリームです。 

 

吉備 SA（下り線） 桃太郎ソフト 500 円（税込） 

 

岡山県産「清水白桃」のピュレを使った贅沢なソフトクリームに 

岡山名物の「きびだんご」をトッピングしました！ 
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【四国地域】地元高校とのコラボメニューの販売 

１．概要 
四国の高校生たちが、地元の良いものを「美味しく食べてもらいたい！知ってもらいたい！」という想い

で開発した地域の食材を生かしたメニューや新たな食べ方を提案したメニューを期間限定販売。 

２．期間 2022 年 3 月 19 日 ～ 5 月 8 日 

３．対象 SA 及び対象メニュー 

石鎚山 SA（上下線） 
× 

愛媛県立 
伊予農業高等学校 

 

豊浜 SA（上り線） 
× 

香川県立 
観音寺総合高等学校 

 

南国 SA（上下線） 
× 

高知県立 
山田高等学校 

 
 

 

 

伊予農みかんうどんとミニしらす丼セット 980 円（税込） 

和風カルボナーラうどんセット 

1,320 円（税込） 

下り線：鰹タタキのだし茶漬け 

1,000 円（税込） 

オリーブ豚の温玉ぶっかけうどんセット 

1,390 円（税込） 

上り線：土佐あかうし鉄板焼 

1,300 円（税込） 
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【九州地域】 桜の馬場 城彩苑（熊本県）コラボキャンペーン 

１．内容 

高速道路をご利用のお客さまに、『熊本城』や 3 月 19 日～5 月 22 日まで開催されている『くま

もと花博』にお越し頂くきっかけの１つとして、熊本城内の営業施設『城彩苑』と高速道路の対象 SA

がコラボした企画です。 

２．期間 2022 年 4 月 19 日 ～ 5 月 22 日 

３．対象 SA 北熊本 SA（上下線）・宮原 SA（上下線） 

４．内容 

 

・対象 SA に置いてあるキャンペーンチラシを城彩苑内の店舗で提示すると割引などの特典があり

ます。さらに、城彩苑内の店舗で特典を利用した印のあるキャンペーンチラシを対象 SA にて提示

すると、ショッピングコーナーの 1500 円以上のお買い物を 300 円割引いたします。 

 

・「くまもと花博のインスタグラムの公式アカウントのフォロー」し、「#くまもと花博インスタキャンペー

ン」「#風薫るくまもと花博」をつけて投稿した画面を、対象 SA のショッピングコーナーレジで提示す

ると、先着 100 名様限定で NEXCO グッズ（はたらくくるま）と花の種をプレゼント！ 

 

 

 

 

 

 

別紙２－④ 


