
 

 

 

令和 4 年 6 月 29 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 

 

今年の夏はお楽しみイベントが盛りだくさん！ 

～ＳＡＰＡお得情報のお知らせ～ 

 

 ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：前川
まえかわ

 秀和
ひでかず

）及び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：川村
かわむら

 健一
けんいち

）は、この夏休みに高速道路をご利用のお客さまに楽しんで

いただける西日本全域を対象としたキャンペーンのほか、西日本各地でイベントも開催いたしますので、是非お

立ち寄りください。 

 ＮＥＸＣＯ西日本は、今後もこのようなイベント・キャンペーンを通じ、西日本地域を全力で応援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

■西日本全域 『トコナツ！トクナツ！夏のドライブ応援キャンペーン』（2022 年 8 月 5 日～8 月 17 日） （別紙①） 

   １．豪華賞品があたる！？「夏くじ袋」を販売します！（134 箇所） 

   ２．お買い物したらもらえる！1,500 円以上のお買い物で 100 円レシートクーポンプレゼント！（150 箇所） 

   ３．安心・お得なキャッシュレス決済！ｄ払い・楽天ペイ・ａｕＰＡＹ・ＷＡＯＮ・ｎａｎａｃｏがポイント３倍！（152 箇所） 

   ４．「熱中症対策」「眠気覚まし」の対象飲料が 20 円割引！ 

 

■各地区のお楽しみイベント・キャンペーン （別紙②） 

地区 イベント 概要 開催期間 

関西 涼感フェスタ 
暑い夏にぴったりの“涼”を感じるおすすめグルメを販

売。（対象ＳＡＰＡ33 箇所） 

2022 年 7 月 19 日 

～9 月 19 日 

中国 瀬戸内の風マルシェ 
瀬戸内のご当地グルメ等を集めたマルシェを開催。「瀬

戸内国際芸術祭」PR ブースも設置。（対象ＳＡ3 箇所） 

2022 年 7 月 16 日 

～7 月 18 日 

四国 
四国総体 2022 

開催記念企画 

「四国総体」のポスター等を掲出し、ＰＲを実施。 
 

また、対象ＳＡ8 箇所で「スポーツ応援メニュー」をご注

文のお客さまにスポーツドリンクをプレゼント。 

2022 年 7 月 23 日 

～8 月 23 日 

九州 
人吉・球磨 

復興応援イベント 

宮原 SA（上下線）にて人吉・球磨地区の地元産品の販

売や観光 PR を行うイベントを開催。 

2022 年 7 月 16 日 

～7 月 18 日 

涼感フェスタ 瀬戸内の風マルシェ 



 

■その他、西日本各地の SAPA で様々なイベントを開催しております。 

  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のホームページをご確認ください。 

 

※ コロナの感染状況により、イベント・キャンペーンなどが急遽中止・延期・内容変更等になる可能性がございますの

で、予めご了承願います。 

※ NEXCO西日本グループでは、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでいますので、SA・PAをご利

用の際には感染拡大防止策へのご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

この件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

室、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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙①－１ 

■『トコナツ！トクナツ！夏のドライブ応援キャンペーン』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間 2022 年 8 月 5 日（金） ～ 8 月 17 日（水） 

キャンペーン内容 

１． 豪華賞品が当たる！？「夏くじ袋」の販売  

《「夏くじ袋キャンペーン」対象店舗 134 箇所：別紙①－２》 

・「夏くじ袋」は各店舗でおすすめ商品を詰めたお得な福袋です。店舗により 

商品内容・販売価格が異なりますので予めご了承ください。 

   ・袋には全店舗共通の「くじ」がついており、人気ゲーム機などの 

豪華賞品が当たります。 

    

   （賞品内容） 

   ①ゲーム機  ５名様 

   ②フライングライトボール  ６名様 

   ③「熱中症対策」「眠気覚まし」飲料 1 箱  24 名様 

   ④ＮＥＸＣＯ西日本専用ＱＵＯカードＰａｙ500 円分  150 名様 

   ⑤「ＮＥＸＣＯ西日本オンラインショップ」で使用できる 500 円分の 

割引クーポン  200 名様 

    

   ※「夏くじ袋」は各店舗の準備数が無くなり次第、販売終了となります。 

２． 1,500 円以上のお買い物で、100 円レシートクーポンをプレゼント 

《「レシートクーポンキャンペーン」対象店舗：別紙①－３》 

・レシートクーポンは次回のお買い物から利用可能です。 

３． 安心・お得なキャッシュレス決済！  

    d 払い・楽天ペイ・auPAY・WAON・nanaco がポイント 3 倍 

《対象店舗：別紙①－３》 

４． 「熱中症対策」「眠気覚まし」対象飲料が 20 円割引 

    キリンビバレッジ「ソルティライチ」、コカ・コーラ「アクエリアス」、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。 

※対象飲料は店舗によって異なります。 



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 2箇所 ⻄紀ＳＡ(上) ⻄紀ＳＡ(下)

中国⾃動⾞道 23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） 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) 本郷ＰＡ(上) 本郷ＰＡ(下) ⿅野ＳＡ(上) ⿅野ＳＡ(下)

美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下)

⼭陽⾃動⾞道 26箇所 三⽊ＳＡ(上) 三⽊ＳＡ(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)

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 18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)

宮原ＳＡ(上) 宮原ＳＡ(下) えびのＰＡ(上) えびのＰＡ(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 0箇所

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。

　※当キャンペーンの実施箇所は2022年6月29⽇時点のもので、今後変更される場合がございます。

2022年度夏季販促の対象店舗
<夏くじ袋キャンペーン（134箇所）>

エリア名

別添①－２



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)注１

安佐ＳＡ(下)注１

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）
　注１）　安佐ＳＡ（上）、安佐ＳＡ（下）はレシートクーポンキャンペーンの対象外となります。

　※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。

　※各キャンペーンの実施箇所は2022年6月29⽇時点のもので、今後変更される場合がございます。

2022年度夏季販促の対象店舗

＜電子マネーWAON、nanacoポイント3倍キャンペーン（152箇所）＞

エリア名

<d払い・au PAY・楽天ペイ　ポイント3倍キャンペーン（152箇所）>
<レシートクーポンキャンペーン（150箇所）>

別添①－３



「熱中症対策」「眠気覚まし」の対象飲料が20円割引︕

【対象商品】

＜キリンビバレッジ＞

①世界のkitchenから
ソルティライチ 500mlPET

②ファイア ワンデイブラック 600mlPET

＜コカ・コーラ＞

①アクエリアス 500mlPET
②ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック

500mlPET

＜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①－４

※記載の商品は対象商品の一例です。記載していない商品でも対象となる場合がございます。

※店舗によって、取り扱いのない商品がございますので、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②－１ 

【関西地区】  涼感フェスタ 

開催期間 2022 年 7 月 19 日（火） ～ 9 月 19 日（月・祝） 

キャンペーン内容 

暑い夏にぴったりの“涼”を感じられるおすすめグルメをテーマに、関西地区の各店舗で「涼

感フェスタ」を開催いたします。冷やしちゃんぽんやぶっかけうどんなど、この夏おでかけの

際は涼感フェスタのメニューをお楽しみください。 

 （メニュー例）  

 大津ＳＡ（下り線）  「ピリ！辛！冷やしちゃんぽん 特製ラー油付き」（税込 980 円） 

 香芝ＳＡ（上下線）  「とり唐ぶっかけうどんと明太子ごはんセット」（税込 930 円） 

 西紀ＳＡ（上り線）  「出石の皿そば」（税込 1,220 円） 

 菩提寺ＰＡ（上り線）  「とんちゃん丼ざるそばセット」（税込 990 円） 

 龍野西ＳＡ（上り線）  「清流定食」（税込 1,980 円） 

対象店舗 

（33 箇所） 

黒丸ＰＡ（上下線）、菩提寺ＰＡ（上下線）、草津ＰＡ（上下線）、大津ＳＡ（上下線）、 

吹田ＳＡ（上下線）、宝塚北ＳＡ、三木ＳＡ（上下線）、白鳥ＰＡ（上り線）、 

龍野西ＳＡ（上下線）、西宮名塩ＳＡ（上下線）、加西ＳＡ（上下線）、香芝ＳＡ（上下線）、 

天理ＰＡ（上下線）、岸和田ＳＡ（上下線）、紀ノ川ＳＡ（上下線）、西紀ＳＡ（上下線）、 

六人部ＰＡ（上下線）、明石ＳＡ 

 

 

 

 

 

 

 

【中国地区】  瀬戸内の風マルシェ 

 

 

 

 

 

 

開催期間 2022 年 7 月 16 日（土） ～ 7 月 18 日（月・祝） 

イベント内容 

屋外特設ブースで、瀬戸内地域ならではの商品やグルメを集めたマルシェを開催、ご当

地商品のお買い物やグルメをお楽しみいただけます。また、「瀬戸内国際芸術祭」のＰＲブ

ースを設置いたします。 

（商品･メニュー例） ・吉備ＳＡ（上り線） ・・・ 香川名物「骨付鳥」 他 

                 ・福山ＳＡ（上り線） ・・・ 「フローズンオレンジ」他 

・小谷ＳＡ（上り線） ・・・ 玉野市名物「温玉めし」 他 

※商品内容は実施店舗により内容が異なります。 

対象店舗 吉備ＳＡ（上り線）、福山ＳＡ（上り線）、小谷ＳＡ（上り線）、 

大津ＳＡ（下り線） 

ピリ！辛！冷やしちゃんぽん 

特製ラー油付き 

龍野西ＳＡ（上り線） 

清流定食 

西紀ＳＡ（上り線） 

出石の皿そば 

小谷ＳＡ（上り線） 

温玉めし 

福山ＳＡ（上り線） 

フローズンオレンジ 

吉備ＳＡ（上り線） 

骨付鳥 



 

別紙②－２ 

【四国地区】  四国総体 2022 開催記念企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【九州地区】  人吉・球磨復興応援イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

開催期間 2022 年 7 月 23 日（土） ～ 8 月 23 日（火） 

フェア内容 

「四国総体」のポスター等を掲出し、PR を実施いたします。 

 

また、上記期間中、対象のＳＡ8 箇所で「スポーツ応援メニュー」をご注文いただいたお

客さまに、スポーツドリンクをプレゼントいたします。 

 （メニュー例）  石鎚山ＳＡ（上り線）  「旨辛天狗岳ラーメン」（税込 1,280 円） 

           吉野川ＳＡ（上り線）  「阿波尾鶏トリトリうどんセット」（税込 1,200 円） 

対象店舗 
上板ＳＡ（上下線）、吉野川ＳＡ（上り線）、豊浜ＳＡ（上下線）、南国ＳＡ（上り線）、 

石鎚山ＳＡ（上下線） 

開催期間 2022 年 7 月 16 日（土） ～ 7 月 18 日（月・祝） 

イベント内容 

「令和２年７月豪雨」で被害を受けた人吉・球磨地区の復興応援イベントを開催。 

地元産品の販売や観光ＰＲブースを設置するほか、催事ブースでお買い物（1,500 円

以上）されたお客さまに、店内ショッピングコーナーで利用できる 100 円割引クーポンを

プレゼント。 

また、催事イベントとして高校生による雅太鼓の演奏も行います。 

対象店舗 宮原ＳＡ（上下線） 

石鎚山ＳＡ（上り線） 

旨辛天狗岳ラーメン 

吉野川ＳＡ（上り線） 

阿波尾鶏トリトリうどんセット 


