
令和 3年 3月 31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 

「SAPA2021 とりもどそう！元気なニッポン」 春の応援企画！ 

  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、「新しい生活様式」でがんばる皆さまに感謝をお伝え

し、以下の企画を通してＳＡ・ＰＡをご利用されるお客さまを応援してまいります。 

 令和 2 年度に引き続き、「SAPA2021 とりもどそう！元気なニッポン」の合言葉のもと、春のおでかけをＳＡ・Ｐ

Ａでさらに楽しんでいただく企画を開催するとともに、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防止に万全の対策を講じてまいります。 

■４月からは、四季毎の第三
さ ん
日曜日
サンデー

が２割引！「SAPA 春のお客さま感謝 DAY」 開催 

１. 開催期間 2021年 4月 18 日（日） 

※今後 7/18(日)、10/17(日)、12/19(日)にも開催。 

２. 対象店舗 ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ ※別紙参照 

※一部の SAPA、コンビニ、専門店、ガスステーション除く 

３. 実施内容 ショッピングコーナー、ベーカリーコーナー、マルシェコーナーでのお買い物が 2割引となります。 

※一部、対象外商品がございます。 



■春のお得なおでかけキャンペーンを開催 ： 2021年 4月 23日（金）～ 2021年 5月10日（月） 

１） 応募が増えると当たりも増える！ 特典抽選キャンペーン 

1．対象店舗  NEXCO 西日本管内のＳＡ・ＰＡ ※別紙参照 

2．実施内容  ①対象店舗・コーナーで税込 2,000 円以上お買い物・お食事をされ、レ

シートに印字された QR コードを読み取り、特設サイトからご応募いただ

いたお客さまの中から、抽選で 80名様に飲料１ケースをプレゼント。 

②さらに、お客さまからの応募件数が 1万件を超えると、 

ご応募いただいたすべてのお客さまの中から抽選で、5 千円相当の

西日本の特産品等を 100名様にプレゼント。 

２） 安心・お得なキャッシュレス決済！d払いと WAON・nanaco はポイント 3 倍！ 

1．対象店舗  NEXCO西日本管内のＳＡ・ＰＡ  

※別紙参照 

※一部の SAPA、コンビニ、専門店、ガスステーション除く 

2．実施内容  ①QR コード決済 ｄ払いご利用のお会計で、ｄポイントを通常の 3倍進呈。 

          ②電子マネー WAON・nanaco を利用したお会計で、WAON ポイント、

nanaco ポイントを通常の 3倍進呈。 

３） 快適にお得にエンジョイドライブ！飲料が 20 円割引 

1．対象店舗  ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ 

2．実施内容  「十六茶」「綾鷹」などの対象飲料を販売価格（税込）から 20円割引。 

※対象商品は店舗によって異なります。 

※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。 

 引き続き、SAPA ご利用の際には感染防止対策へのご協力をよろしくお願いいたします。 

※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

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、井上   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。



道路名 箇所数

名神 速道路 12箇所  丸ＰＡ(上)  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 速道路 1箇所 宝塚北ＳＡ集約

 名阪 動 道 4箇所 香芝ＳＡ(上) 香芝SＡ(下) 天理ＰＡ(上) 天理ＰＡ(下)

阪和 動 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 神明道路 3箇所 名谷ＰＡ(上) 明石ＳＡ(上) 明石ＳＡ(下)

舞鶴若狭 動 道 4箇所 六 部ＰＡ(上) 六 部ＰＡ(下)  紀ＳＡ(上)  紀ＳＡ(下)

中国 動 道 31箇所  宮名塩ＳＡ(上)  宮名塩ＳＡ(下) 赤松ＰＡ(上) 赤松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加 ＳＡ(上) 加 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)  野ＳＡ(上)

 野ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下)

 陽 動 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)

 野 ＳＡ(上)  野 ＳＡ(下) 福石ＰＡ(上) 福石ＰＡ(下) 瀬 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) ※電子マネーポイント3倍企画のみ、淡河PA(上)も対象

岡  動 道 2箇所  梁ＳＡ(上)  梁ＳＡ(下)

   動 道 3箇所 大山ＰＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(下)

広島 動 道 2箇所 久地ＰＡ(上) 久地ＰＡ(下)

 松 動 道 3箇所 府中湖ＰＡ（下） 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松  動 道 4箇所 石鎚山ＳＡ(上） 石鎚山ＳＡ(下） 伊予灘ＳＡ（上） 伊予灘ＳＡ（下）

 知 動 道 4箇所   ＰＡ（上）  川ＰＡ（下） 南国ＳＡ(上） 南国ＳＡ(下）

徳島 動 道 3箇所 上板ＳＡ(上） 上板ＳＡ(下） 吉野川ＳＡ（上）

九州 動 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)

 崎 動 道 8箇所   ＳＡ（上）   ＳＡ（下） 多久 ＰＡ（上） 多久 ＰＡ（下） 川登ＳＡ（上） 川登ＳＡ（下） 大村湾ＰＡ（上）

大村湾ＰＡ（下）

 分 動 道 2箇所 山田ＳＡ（上） 山田ＳＡ（下）

東九州 動 道 2箇所 別府湾ＳＡ（上） 別府湾ＳＡ（下）

宮崎 動 道 4箇所 霧島ＳＡ(上) 霧島ＳＡ(下) 山之口ＳＡ(上) 山之口ＳＡ(下)

関  動 道 2箇所 めかりＰＡ(上） 壇之浦ＰＡ(下）

沖縄 動 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。

2021年度 春のおでかけ企画 対象店舗（１５５箇所）

エリア名

別紙


