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令和元年 6月 26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 

“贅沢なご当地グルメ”が当たります！ 
夏の 『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、サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）において、

令和元年 7月 11日から 8月 19 日までの間、お得なキャンペーンを開催します。 

SA・PAで税込1,500円お買い上げごとにスマートくじ 1枚進呈。「贅沢なご当地グルメ」や「こだわりスイーツ」、

SA・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が当たります。 

また、電子マネー「WAON」のポイント“2 倍”のキャンペーンも同時開催します。 

１．開催期間    令和元年 7月 11日（木）～8月 19 日（月） 

※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

■夏の西得+１ スマートくじ■  

・開催箇所 NEXCO西日本管内の SA・PA 183 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、以下の当たりくじが含まれています。 

①西日本各地の「贅沢なご当地グルメ」賞品当選券 6種各 10名 計 60 名様（別紙２参照） 

三重県の「松阪牛焼肉用」や山口県の「とらふく刺身セット」等があたります。 

【三重県】松阪牛焼肉用約４００ｇ 【山口県】とらふく刺身セット 
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②「こだわりスイーツ」賞品当選券 4種各 10名 計 40名様（別紙３参照） 

京都の「京都センチュリーホテル アイスクリームギフト」や高知の「高知たまごファミリー たまご農場のアイ

スギフト」などが当たります 

③ 500 円、100 円、50 円の割引クーポン券（合計 1,465,000 枚） 

①②「賞品当選券」の賞品受取り方法 

 官製はがきに氏名・住所・電話番号を書いて「賞品当選券」を貼付して郵送していただくと、お申し出頂いた   

ご住所に賞品(「贅沢なご当地グルメ」、「こだわりスイーツ」)を発送させていただきます。 

  （「賞品当選券」に賞品名を記載しております。） 

①②の「賞品当選券」の郵送期限は、ともに令和元年 8月 26日（月）まで（消印有効）です。 

①②の賞品発送は、ともに 9月中旬となります。 

③「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」の有効期限は令和元年 8月 19日（月）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 

いたします！ 

 ・開催箇所 NEXCO西日本管内の SA・PA 157 箇所 

（※別紙４参照） 告知イメージ 

【京都府】京都センチュリーホテル アイスクリームギフト 

《賞品当選券・割引券（イメージ）》 《スマートくじ（イメージ）》 

【高知県】高知たまごファミリー 

たまご農場のアイスギフト 
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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            広報課  高田、大庭   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、鳥取県庁県政記者室、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、広島経済記者クラブ、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、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。
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別紙１

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）

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)

近畿自動車道 1箇所 東大阪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 4箇所 名谷PA(上) 垂水PA（下） 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 30箇所 西宮名塩SA(上) 西宮名塩SA(下) 赤松PA(上) 赤松PA(下) 社PA(上) 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 38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)

白鳥PA(下) 龍野西SA(上) 龍野西SA(下) 福石PA(上) 福石PA(下) 瀬戸PA(上) 瀬戸PA（下）

吉備SA(上) 吉備SA(下) 道口PA(上) 道口PA(下) 福山SA(上) 福山SA(下) 八幡PA（上）

八幡PA（下） 高坂PA(上) 高坂PA(下) 小谷SA(上) 小谷SA(下) 奥屋PA(上) 奥屋PA(下)

沼田PA(上) 沼田PA(下) 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) 佐波川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)

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 4箇所 府中湖PA（上） 府中湖PA（下） 豊浜SA(上） 豊浜SA(下）

松山自動車道 6箇所 入野PA（上） 入野PA（下） 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 4箇所 上板SA(上） 上板SA(下） 吉野川SA（上） 吉野川SA（下）

九州自動車道 29箇所 吉志PA（上） 吉志PA（下） 直方PA（上） 鞍手PA（下） 古賀SA（上） 古賀SA（下） 須恵PA（上）

須恵PA（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) 山江PA(上) 山江PA(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 10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） 今村PA（上） 木場PA（下）

大分自動車道 4箇所 山田SA（上） 山田SA（下） 玖珠SA（上） 玖珠SA（下）

東九州自動車道 4箇所 今川PA（上） 今川PA（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）

　※当選した割引券については、対象店舗の自動販売機、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

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（183箇所）

　※ガソリンスタンド、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ローソン、マクドナルド、ロッテリア、ドトールコーヒー、スターバックスコーヒー、
　　　タリーズコーヒーなど一部店舗・コーナーはキャンペーンの対象外となります。
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別紙２

No イメージ画像 産地 商品名 商品説明 内容量

1 三重県
松阪牛焼肉用約400ｇ（三
重県産）

自然豊かな三重の地で育まれた肉の芸
術品「松阪牛」。とろけるように柔らかく、
風味豊かな味わいが広がります。絶品
の松阪牛をご賞味ください。

三重県産黒毛和牛「松阪牛」焼肉
用400ｇ

2 兵庫県
神戸ハング「フレンチデリ
詰合せ」

8種のオリジナル調味料で風味をつけ、
コックがひとつづつオーブンで焼き上げ
たローストビーフ、但馬牛入りのパテを自
家製のパイ生地で包んでサクッと焼き上
げたミートパイ、牛肉を赤ワインとデミグ
ラスソースでじっくり煮こんだシチューの
セットです。

ローストビーフ250g
牛肉の赤ワイン煮200g×3
但馬牛入りミートパイ150g×3
ローストビーフソース50g

3 山口県 下関　とらふく刺身セット

盛り付けられたとらふく刺身は菊の花の
ように見え、圧巻の出来栄えです。
豪快にとらふく刺身をお楽しみいただけ
る逸品です。

とらふく刺身80g(30cmプラ皿)
とらふく皮40g
ふくポン酢1００ml
もみじおろし１０g×４

4 徳島県
徳島「吟月」天然伊勢海老
ステーキとあわびの詰め
合わせ

徳島にひっそりと佇む料亭「吟月」は、地
元・徳島で獲れた新鮮な天然魚介類を中
心に、あわび、伊勢えびなど、四季折々
の魚料理を提供。祝い事には欠かせな
い伊勢海老とあわびをセットにし、解凍
するだけで召し上がれる、調理不要の
セットです。

伊勢海老ステーキ２切（原料130ｇ
～150ｇ）
殻付あわび旨煮160ｇ（だし込み）
原料80ｇ～100ｇ前後/個

5 鹿児島県
海と丘の豚しゃぶ食べくら
べ

国産とらふくと鹿児島産黒豚それぞれの
旨みをしゃぶしゃぶで、とらふくはお刺身
としてもそのままお召しあがりいただけま
す。しゃぶしゃぶの後は黒豚ととらふくか
ら出た出汁で雑炊をお楽しみください。

とらふく刺身(18cmプラ皿)15g×2
とらふく皮30g×2
鹿児島産黒豚しゃぶしゃぶ用150g
×2
とらふくヒレ5枚
ふくちりスープ300g
ふくぽん酢100ml
もみじおろし10g×3

6 長崎県
「長崎浪漫工房」骨付きハ
ム

明治5年(1872年)、長崎で片岡伊右衛門
がアメリカ人のペンスニから教わり、はじ
めてつくられたとされる火腿(ハム)。異国
文化の窓口であった長崎で、もう一度本
物の美味を皆様に知っていただきたい。
そんな思いから「長崎浪漫工房」は生ま
れました。食のロマンあふれるひとときを
心ゆくまで味わってください。

骨付きハム1.2kg

夏の「西得＋１スマートくじ」キャンペーン賞品一覧表
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別紙３

No イメージ画像 産地 商品名 商品説明 内容量

1 京都府
京都センチュリーホテル
アイスクリームギフト

素材の風味を引き立てる、フルーツシュ
ガー（果糖）を使った4種類のホテルアイ
スクリームです。古都京都で1928年に開
業の歴史を持つ京都センチュリーホテル
の監修です。

バニラ・チョコレート各
100ml×各10
抹茶・マンゴー各100ml
×各8
（計36）

2 広島県
プレミアムフローズン八天
堂づくし

八天堂の商品を集めたアソートセットで
究極のとろけ食感を堪能してください。
こだわりの「雪どけリッチ製法」クリーム
は、口にいれるとふんわりとろけ、しっと
りふわふわの生地とも相性抜群。八天堂
人気のくりーむパン・スイーツパンと惣菜
パンを詰め合わせました。

カスタード×4
生クリーム・抹茶・小倉・
チョコレート×各2
デニッシュリンゴ×3
クロワッサン×3
グラパンチキン・カレー・
ベーコン×各2
フレンチトースト×5

3 高知県
高知たまごファミリー
たまご農場のアイスギフト

高知のたまご農家直営のお店の、「たま
ご本来の美味しさ」にこだわって作ったア
イスです。卵の風味を楽しめるたまごア
イスと、バウムラスクが入ったたまごアイ
スの2種類をお届けいたします。

たまごアイス・たまごア
イス　バウムラスク入り
×各12(計24）

4 熊本県
「芋屋長兵衛」お楽しみ
セット

熊本名物「いきなり団子」はサツマイモ
に、国産の小豆餡、九州産の小麦粉とオ
リジナルミックス粉を使って一つひとつ手
作りしている、こだわりの逸品です。芋と
餡を特製の生地で包んだ素朴なお団子
で、モチモチの皮とホクホクの芋が特徴
の、甘さ控えめの和スイーツとして注目さ
れています。

いきなり団子30個（５種
各６個）
焼芋ぷりん４個
スイートポテト３個

夏の「西得＋１スマートくじ」キャンペーン賞品一覧表
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別紙４

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）

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）

WAONポイントアップキャンペーンの対象店舗（157箇所）

ＳＡ・ＰＡ

※WAONでの支払いができない店舗は対象外です。
※ガソリンスタンド、セブンイレブン、ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ローソン、マクドナルド、ロッテリア、ドトールコーヒー、
　　スターバックスコーヒー、タリーズコーヒーなど一部店舗・コーナーはキャンペーンの対象外となります。
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