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「新しい生活様式」の一環としてキャッシュレス決済を追加導入 

～電子マネー「iD」「QUICPay+」・QR コード決済を導入します～ 
 

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、ＮＥＸＣＯ西日本管内の SA・PA

において、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の一環として、新たな電子マネー「iD」

「QUICPay+」と「QR コード決済（10 種類）」の取り扱いを開始します。 

SA・PA では、これまでも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おり、お客さまにとって

安全な空間づくりを目指しております。今回の新たなキャッシュレス決済をお客さまにもご利用いただき、さら

なる安心へのご協力をお願いいたします。 
 
■取扱い開始「電子マネー」 

・取り扱い開始日：令和2年7月30日（木） 

 ・取り扱い開始箇所：NEXCO西日本管内のSA・PA157箇所（※別紙参照） 

 

                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

■取扱い開始「QRコード決済」 

・取り扱い開始日：令和2年8月中予定※導入日が決定次第お知らせさせていただきます。 

・取り扱い開始箇所：NEXCO西日本管内のSA・PA157箇所（※別紙参照） 

 

③ＱＲコード決済（10種類） 

 

ＰａyＰａy      楽天ペイ       メルペイ       ｄ払い         au PAY 

 

 

 

 

 

 

J-Coin Pay      LINE Pay        Alipay      WeChat Pay      JKOPAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

①iD ②QUICPay+ 



■SA・PAにおけるキャッシュレス決済の拡充状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部ご利用いただけない店舗・コーナーがございます。 

 

 

新型コロナウイルスの影響により、導入時期が変更となる場合がございますので、ご了承ください。 

 

 

＊「iD」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。 

＊「QUICPay+」は株式会社ジェーシービーの登録商標です。 

 

 

 

POSレジ 券売機
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×

×
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導入検討中

QR決済
（PayPay、楽天ペイ、
メルペイ、d払い、au PAY、
J-Coin Pay、LINE Pay、
Alipay、WeChat Pay、
JKOPAY）

電子マネー
物販対応の
FeliCa系
（非接触IC）

現行
今回

決済手段

各種クレジットカード

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

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)

湯浅御坊道路 2箇所 ★吉備湯浅（上） ★吉備湯浅（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 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）

山陰自動車道 1箇所 ★宍道湖SA（上）

高松自動車道 5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）

★が付いているエリアは既に導入済みの箇所です。

コンビニエンスストアは一般市中と同等のサービスとなります。

カフェ、専門店、ガスステーションは一部ご利用できない店舗・コーナーがございます。

同一店舗内でご利用できないコーナーがございます。

「iD」 「QUICPay+」及び「QRコード決済」導入箇所162箇所（新規157箇所、導入済5箇所）

エリア名

★津田の松原SA（上） ★津田の松原SA（下）


