
令和 2年12月15日 

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 

ＳＡ・ＰＡ限定のオリジナルマイバッグに新作登場

HIGHWAY MY BAG ”HAVE A BREAK THE SECOND” を発売！ 

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、 

プラスチック製レジ袋の使用を抑制することにより、環境保全に貢献するために開発したオリジナルマイバッグの

第二弾となる『HIGHWAY MY BAG “HAVE A BREAK THE SECOND”』を、令和2年12月17日（木）より発売します。 

 今回お届けする第２弾は、今年6月に販売、完売した第１弾商品に改良を施した「トート」に、新たにお弁当の持

ち運びにも使える小さめサイズの『ランチトート』を加えた２種類となります。高速道路のサービスエリア、パーキ

ングエリア限定販売となっておりますので、是非この機会にお買い求めになってはいかがでしょうか。 

■ＳＡ・ＰＡ限定 オリジナルマイバック 「HIGHWAY MY BAG ”HAVE A BREAK THE SECOND”」 

ラインナップは、お土産たっぷり！約30㍑の大容量「トート」とお手軽便利な「ランチトート」の２種類 

【商品特徴】 

特徴① 第１弾の白からスタイリッシュで汚れが目立ちにくい黒へ変更、財布やスマホが収納可能な 

内ポケットを追加 

特徴② 冷蔵・冷凍商品のお持ち帰りに最適！保冷可能なアルミマット加工！

特徴③ 「トート」にはベルト付き！ショルダーバッグとしてはもちろん、 

ベルトを車のヘッドレストにかければ運転中もしっかり安定 

特徴④ 『高速道路限定』、だからお土産としても！ 

（左）トート  （右）ランチトート 



■ 発売日 

・令和2年12月17日（木）から順次   

■ 販売価格 

・トート     1,400円（税込） 

      ・ランチトート   990円（税込） 

■ 販売箇所 

・NEXCO西日本管内のＳＡ・ＰＡ 計 99箇所 （別紙のとおり） 

≪商品詳細≫ 

商品名 
HIGHWAY MY BAG 

“HAVE A BREAK THE SECOND トート” 

HIGHWAY MY BAG 

“HAVE A BREAK THE SECOND ランチトート” 

商品写真 

税込価格 1,400円 990円 

サイズ 
460㎜（幅）×380㎜（高さ）×180㎜（マチ

幅） 

320㎜（幅）×220㎜（高さ）×120㎜（マチ

幅） 

耐荷重 10㎏ 3㎏ 

材質 綿・ポリエステル混紡、帆布タイプ 

その他 内ポケットサイズ 115㎜（幅）×135㎜（高さ） 

■ 環境保全への取り組み 

   1個購入される毎に“1円”の森林支援を行い、CO 削減に貢献します。

※NEXCO西日本のSA・PAではレジ袋を、容器包装リサイクル法の改正省令の施行に伴い、令和2年7月1日（水）か

ら有料化いたしております。詳しくはHPをご覧ください。 

※現在、サービスエリア・パーキングエリアでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、こまめな手

洗い・うがい・マスクの着用に努めております。また、店内清掃時において殺菌処理も適宜実施しております。 

 お客さまにおかれましても、入店時のマスクの着用と手指の消毒等にご協力いただきますようお願いいたします。

なお、体調の悪い方（熱っぽい方）は入店をご遠慮願います。 

一部店舗で営業時間短縮やメニュー制限を行っております。詳しくはHPをご覧ください。 

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、大島  
TEL：06-7175-8118 

本資料は、 

関西レジャー記者クラブ、京都府政記者クラブ、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、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、熊本経済記者クラブ、大分県政記者室、宮崎県政記者クラブ にお配りしています。 

森林支援のシール 



HIGHWAY MY BAG ”HAVE A BREAK THE SECOND“ 販売箇所 

（2020 年 12 月 17 日 現在） 

No エリア 府県名 道路名 SA・PA 名 
上下 

区分 
トート ランチトート 

１ 関西 滋賀県 名神 黒丸 PA 上り 〇 〇 

２ 関西 滋賀県 名神 黒丸 PA 下り 〇 〇 

３ 関西 滋賀県 名神 菩提寺 PA 上り 〇 

４ 関西 滋賀県 名神 菩提寺 PA 下り 〇 

５ 関西 滋賀県 名神 草津 PA 上り 〇 〇 

６ 関西 滋賀県 名神 草津 PA 下り 〇 〇 

７ 関西 滋賀県 名神 大津 SA 上り ○ ○ 

８ 関西 滋賀県 新名神 土山 SA 
上下

集約 
○ ○ 

９ 関西 京都府 名神 桂川 PA 上り ○ ○ 

１０ 関西 京都府 名神 桂川 PA 下り ○ ○ 

１１ 関西 大阪府 名神 吹田 SA 上り ○ ○ 

１２ 関西 大阪府 名神 吹田 SA 下り ○ ○ 

１３ 関西 大阪府 阪和道 岸和田 SA 上り ○ ○ 

１４ 関西 大阪府 阪和道 岸和田 SA 下り ○ ○ 

１５ 関西 和歌山県 阪和道 紀ノ川 SA 下り ○ ○ 

１６ 関西 奈良県 西名阪道 香芝 SA 上り ○ ○ 

１７ 関西 兵庫県 中国道 西宮名塩 SA 上り ○ ○ 

１８ 関西 兵庫県 中国道 西宮名塩 SA 下り ○

１９ 関西 兵庫県 中国道 赤松 PA 上り ○ ○ 

２０ 関西 兵庫県 中国道 赤松 PA 下り ○ ○ 

２１ 関西 兵庫県 中国道 社 PA 下り ○ ○ 

２２ 関西 兵庫県 中国道 加西 SA 下り 〇 

２３ 関西 兵庫県 中国道 上月 PA 上り ○ 〇 

２４ 関西 兵庫県 中国道 上月 PA 下り 〇 〇 

２５ 関西 兵庫県 山陽道 淡河 PA 上り 〇 

２６ 関西 兵庫県 山陽道 淡河 PA 下り 〇 

２７ 関西 兵庫県 山陽道 三木 SA 上り ○ 

２８ 関西 兵庫県 山陽道 三木 SA 下り ○

２９ 関西 兵庫県 山陽道 白鳥 PA 上り 〇 

３０ 関西 兵庫県 山陽道 白鳥 PA 下り 〇 

３１ 関西 兵庫県 山陽道 龍野西 SA 上り 〇 

３２ 関西 兵庫県 新名神 宝塚北 SA 
上下

集約 
〇

３３ 関西 兵庫県 第二神明 名谷 PA 上り 〇 〇 

関西 計３３箇所 ２８箇所 ２６箇所 

３４ 中国 岡山県 中国道 真庭 PA 上り 〇 ○ 

３５ 中国 岡山県 中国道 真庭 PA 下り 〇 ○ 

３６ 中国 岡山県 中国道 大佐 SA 上り 〇 ○ 

３７ 中国 岡山県 中国道 大佐 SA 下り 〇 ○ 

３８ 中国 岡山県 山陽道 福石 PA 上り ○ 

３９ 中国 岡山県 山陽道 福石 PA 下り ○ 

４０ 中国 岡山県 山陽道 瀬戸 PA 上り 〇 ○ 

４１ 中国 岡山県 山陽道 吉備 SA 上り 〇 ○ 

４２ 中国 岡山県 山陽道 吉備 SA 下り 〇 ○ 

４３ 中国 岡山県 山陽道 道口 PA 上り ○ 

４４ 中国 岡山県 山陽道 道口 PA 下り ○ 



４５ 中国 岡山県 米子道 蒜山高原 SA 上り 〇 ○ 

４６ 中国 岡山県 岡山道 高梁 SA 上り 〇 ○ 

４７ 中国 岡山県 岡山道 高梁 SA 下り 〇 ○ 

４８ 中国 広島県 中国道 七塚原 SA 上り 〇 ○ 

４９ 中国 広島県 中国道 吉和 SA 上り 〇 ○ 

５０ 中国 広島県 中国道 吉和 SA 下り 〇 ○ 

５１ 中国 広島県 山陽道 福山 SA 上り ○ 

５２ 中国 広島県 山陽道 福山 SA 下り ○ 〇 

５３ 中国 広島県 山陽道 高坂 PA 上り ○ 

５４ 中国 広島県 山陽道 高坂 PA 下り ○ 

５５ 中国 広島県 山陽道 小谷 SA 上り 〇 ○ 

５６ 中国 広島県 山陽道 小谷 SA 下り 〇 ○ 

５７ 中国 広島県 山陽道 奥屋 PA 下り ○ 

５８ 中国 広島県 山陽道 沼田 PA 上り 〇 ○ 

５９ 中国 広島県 山陽道 宮島 SA 上り 〇 ○ 

６０ 中国 広島県 山陽道 宮島 SA 下り 〇 

６１ 中国 広島県 広島道 久地 PA 上り 〇 ○ 

６２ 中国 広島県 広島道 久地 PA 下り 〇 ○ 

６３ 中国 山口県 中国道 美東 SA 上り 〇 ○ 

６４ 中国 山口県 中国道 美東 SA 下り ○ 〇 

６５ 中国 山口県 中国道 王司 PA 上り 〇 ○ 

６６ 中国 山口県 中国道 王司 PA 下り ○ 〇 

６７ 中国 山口県 山陽道 玖珂 PA 上り 〇 ○ 

６８ 中国 山口県 山陽道 玖珂 PA 下り 〇 ○ 

６９ 中国 山口県 山陽道 下松 SA 上り 〇 ○ 

中国 計３６箇所 ２８箇所 ３５箇所 

７０ 四国 香川県 高松道 府中湖 PA 下り 〇 ○ 

７１ 四国 香川県 高松道 豊浜 SA 上り 〇 ○ 

７２ 四国 香川県 高松道 豊浜 SA 下り 〇  

７３ 四国 愛媛県 高知道 馬立 PA 上り  〇 

７４ 四国 高知県 高知道 立川 PA 下り  〇 

７５ 四国 高知県 高知道 南国 SA 上り 〇  

７６ 四国 高知県 高知道 南国 SA 下り 〇  

四国 計７箇所 ５箇所 ４箇所 

７７ 九州 福岡県 関門道 めかり PA 上り 〇  

７８ 九州 福岡県 九州道 吉志 PA 上り 〇 〇 

７９ 九州 福岡県 九州道 吉志 PA 下り  〇 

８０ 九州 福岡県 九州道 古賀 SA 上り 〇

８１ 九州 福岡県 九州道 基山 PA 下り 〇 〇 

８２ 九州 福岡県 九州道 広川 SA 上り 〇 ○ 

８３ 九州 福岡県 九州道 広川 SA 下り 〇 ○ 

８４ 九州 福岡県 九州道 山川 PA 上り ○ 

８５ 九州 福岡県 九州道 山川 PA 下り 〇 ○ 

８６ 九州 福岡県 大分道 山田 SA 下り 〇 ○ 

８７ 九州 佐賀県 九州道 基山 PA 上り 〇 〇 

８８ 九州 佐賀県 長崎道 多久西 PA 上り 〇 

８９ 九州 佐賀県 長崎道 多久西 PA 下り 〇 

９０ 九州 長崎県 長崎道 大村湾 PA 上り 〇 

９１ 九州 長崎県 長崎道 大村湾 PA 下り 〇 〇 

９２ 九州 大分県 大分道 玖珠 SA 下り 〇 〇 

９３ 九州 熊本県 九州道 宮原 SA 上り 〇 ○ 

９４ 九州 熊本県 九州道 玉名 PA 上り 〇 ○ 



９５ 九州 熊本県 九州道 玉名 PA 下り 〇 ○ 

９６ 九州 宮崎県 九州道 えびの PA 上り ○ 

９７ 九州 宮崎県 九州道 えびの PA 下り 〇 ○ 

９８ 九州 鹿児島県 九州道 桜島 SA 上り 〇

９９ 九州 鹿児島県 九州道 桜島 SA 下り 〇 ○ 

九州 計２３箇所 １７箇所 ２０箇所 

合 計 ９９箇所 ７８箇所 ８５箇所 


