
令和２年９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 

「SAPA2020 とりもどそう！元気なニッポン」第 2弾 秋の応援企画 
～ 食欲の秋・行楽の秋を楽しもう ～ 

  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、「SAPA2020 とりもどそう！元気なニ

ッポン」という合言葉のもと、「新しい生活様式」でがんばる皆さまに感謝をお伝えし、ＳＡ・ＰＡをご利

用されるお客さまを応援してまいります。 

今回は、秋の行楽で各地にお出掛けをするお客さまが、ＳＡ・ＰＡでのお買い物を一層楽しめる企画を

開催してまいります。 

ＳＡ・ＰＡでは、これからもお客さまとともにより良い空間づくりを目指すべく、新型コロナウイルス

感染拡大防止に万全の対策を講じてまいります。 

■10 月から 3月までの期間限定！ 毎月第 3土曜日は「SAPA お客さま感謝 DAY」！お買い物が 20％割引！ 

１． 実施期間 毎月第 3土曜日（2020 年 10 月～2021 年 3 月）

２． 対象店舗 NEXCO 西日本管内の SAPA 156 箇所 （※別紙 1参照） 

（コンビニ、専門店、ガソリンスタンドを除く） 

３． 実施内容 対象店舗のショッピングコーナー及びベーカリーコーナーにて 20％割引を行います。 

※一部割引対象外商品があります。 

※詳細は今後お知らせいたします。 

■「がんばろう九州」 特産品が当たるお買い物キャンペーン！ 

１.実施期間 2020 年 11月 4 日(水)～ 2020 年 12 月 18 日(金) 

２.対象店舗 NEXCO 西日本管内の SAPA 156 箇所 （※別紙 1参照） 

３.実施内容 令和２年７月豪雨の被害を受けた九州各地の特産品が当たるキャンペーンです。 

対象コーナーで 3,000 円以上のお買い物で、九州のお米・お肉・お魚などが当たる抽選に 

挑戦いただけます。※画像はイメージです。 

福岡県産 お米 熊本県産 豚肉セット 宮崎県産 旬の魚セット 



■休日はレストランで空いてる時間にゆっくりお食事！ 14 時～17 時は nanaco ポイントが 5倍！ 

１．開催期間  2020 年 9 月 26 日（土）～ 2020 年 11 月 3日（火・祝）の土日祝日 

２．対象店舗  NEXCO 西日本管内の SA 58 箇所 （※別紙 2参照） 

３. 実施内容  対象店舗のレストランコーナーで、14 時～17時にお食事をし、 

電子マネーnanaco を使ってお会計すると、nanaco ポイントを 

通常の 5倍進呈します。 

※一部店舗は営業休止や営業時間の短縮を行っている場合が 

ございます。 

■ＳＡ・ＰＡでお得にお買い物！ レシートクーポンキャンペーン！ 

１. 実施期間  2020 年 11 月 22 日（日）～2020 年 11 月 23 日（月・祝）※11月 21日（土）は対象外 

２. 対象店舗  NEXCO 西日本管内のＳＡ・ＰＡ 156 箇所 （※別紙 1参照） 

３. 実施内容  1,500 円以上お買い物・お食事をすると、SAPA で使える 100 円クーポンをプレゼント。 

■今日は何の日？ 記念日には仲間や家族と一緒にＳＡＰＡで楽しもう！ 

紅茶の日 

（11 月 1 日）

実施期間 2020 年 10 月 19 日（月）～2020 年 11 月 8 日（日） 

対象店舗 NEXCO 西日本管内の SAPA（対象店舗は調整中） 

実施内容 

キリンビバレッジ「午後の紅茶」6 種を 10 円割引で販売しま

す。紅茶は幅広い世代に支持されているトレンド飲料ですの

で、キャンペーン期間中に高速道路をご利用いただく多くの

お客さまにお得に楽しんでいただけます。 

いい夫婦の日 

（11 月 22 日）

実施期間 2020 年 10 月 31 日（土）～2020 年 11 月 23 日（月・祝） 

対象店舗 NEXCO 西日本管内の SAPA 156 箇所 （※別紙 1参照） 

実施内容 

お買い物レシートに印字された QRコードから、夫婦にまつわ

るエピソードを募集します。思い出のドライブや、ＳＡ・ＰＡ

での思い出などを投稿してください。抽選で「西日本の逸品」

や「ＳＡ・ＰＡで利用可能なクーポン」をプレゼントいたしま

す。素敵なエピソードは、当社ホームページ等でご紹介させて

いただきます。 

※9月 18 日より西日本観光周遊ドライブパスがご利用いただけます。 

お申込みのお客さまには、もれなくＳＡ・ＰＡで利用可能な割引クーポン券や特典サービスクーポンを

プレゼント！ 

この機会に是非お申込みください。 

※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。 

 ご協力いただき、ありがとうございます。 

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            広報課  伊藤、大島   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。 



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集約

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)

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) 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)

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)

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、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。

エリア名

SAPAお客さま感謝DAY
「がんばろう九州」特産品が当たるお買い物キャンペーン

レシートクーポンキャンペーン
いい夫婦の日キャンペーン

各キャンペーン対象店舗（156箇所）



別紙２

道路名 箇所数

名神高速道路 3箇所 大津ＳＡ（上） 大津ＳＡ（下） 吹田ＳＡ(上)

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 1箇所 明石ＳＡ(下)

舞鶴若狭自動車道 2箇所 西紀ＳＡ(上) 西紀ＳＡ(下)

中国自動車道 12箇所 西宮名塩ＳＡ(上) 西宮名塩ＳＡ(下) 加西ＳＡ(上) 加西ＳＡ(下) 勝央ＳＡ(上) 勝央ＳＡ(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)

山陽自動車道 13箇所 三木ＳＡ(上) 三木ＳＡ(下) 龍野西ＳＡ(上) 龍野西ＳＡ(下) 吉備ＳＡ(上) 吉備ＳＡ(下) 福山ＳＡ(下)

小谷ＳＡ(上) 小谷ＳＡ(下) 宮島ＳＡ(上) 宮島ＳＡ(下) 下松ＳＡ(上) 下松ＳＡ(下)

米子自動車道 2箇所 蒜山高原ＳＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(下)

高松自動車道 2箇所 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松山自動車道 1箇所 石鎚山ＳＡ(下）

高知自動車道 1箇所 南国ＳＡ(上）

徳島自動車道 1箇所 上板ＳＡ(上）

九州自動車道 9箇所 古賀ＳＡ（上） 広川ＳＡ（上） 広川ＳＡ（下） 北熊本ＳＡ(上) 北熊本ＳＡ(下) 宮原ＳＡ(上) 宮原ＳＡ(下)

桜島ＳＡ(上) 桜島ＳＡ(下)

長崎自動車道 3箇所 金立ＳＡ（上） 金立ＳＡ（下） 川登ＳＡ（上）

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 2箇所 霧島ＳＡ(上) 霧島ＳＡ(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。

レストランアイドルタイムnanacoポイントアップ5倍キャンペーン対象店舗（58箇所）

エリア名


