
 

 

 

 

２０２１年６月１８日 

報 道 関 係 各 位 

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 

西日本高速道路リテール株式会社 

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 
 
 

 
⾼速道路初のサブスク「ハイウェイコーヒーパス」を 

期間限定サービスとしてご提供︕ 
 

～ SAPA2021 とりもどそう！元気なニッポン「エッセンシャルワーカー応援企画」～ 

コカ・コーラ社人気商品「ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック」を毎月定額で 1 日 2 本飲めるサービス 

2021 年 7 月 1 日（木）より先着申込 500 名を対象にサービス開始／初回購入時は月額 20％オフ 

 

西日本高速道路株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：前川 秀和）、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）、西日本高速道路リテール株式会社（大阪市北

区、代表取締役社長：中野 浩平）とコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：カ

リン・ドラガン）は、西日本高速道路リテール株式会社が運営するサービスエリア・パーキングエリア（SA・PA）48 店

舗において月額 3,500 円（初月 2,800 円）（税込）で 1 日対象商品 2 本を受け取れる、サブスクリプションサービス

「ハイウェイコーヒーパス」を本年 7 月 1 日から約 6 か月間の期間限定でご提供いたします。 

 

「ハイウェイコーヒーパス」は、コロナ禍においても日本の経済活動・私たちの日々の生活を支えるために、エッセンシ

ャルワーカーとして様々な物資の運搬に従事するトラックドライバーの方々をはじめとした、日々高速道路を利用する

お客さまに対して、何かできないかとの NEXCO 西日本グループとコカ・コーラ ボトラーズジャパンの思いが一致し、実

現に至ったサービスです。高速道路上において提供されるサブスクリプションサービスとしては初の取り組みとなります。 

 

１．サービス名称  ハイウェイコーヒーパス 

 

２．サービス内容   月額定額を支払うことで、対象店舗にて毎日対象商品 2 本※を受け取れるサービス 

対象店舗：西日本高速道路リテール㈱が 運営する SA・PA 48 店舗 【別紙１】 

（コンビニエンスストア・自動販売機ではご利用いただけません） 

対象商品：ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック（500mlPET） 

※2 本同時受け取りはできません（1 本目受け取りから 3 時間経過後に 2 本目受け取り可能） 

 

■ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 500ｍｌPET （コカ・コーラ社製品） 

日本で独自の発展を遂げた水出し抽出※を使用したコーヒーで、コーヒーの豊かな香り 

と風味がありつつ、苦味と雑味を抑えたすっきりした味わいが特徴です。 

 ※水出しコーヒー５％使用 

 

３．お申し込み受付期間 2021 年 7 月 1 日（木）午前 0 時 ～ 2021 年 11 月 30 日（火）午後 11 時 59 分 

    ※お申し込み数は 500 名まで（先着順） 

 



 

４．サービス提供期間 2021 年 7 月 1 日（木）午前 0 時 ～ 2021 年 12 月 31 日（金）午後 11 時 59 分 

   ※上記期間のうち、各対象店舗の営業時間内にご利用可能 

 

５．価格（月額）  初月のみ：税込 2,800 円 2 か月目以降：税込 3,500 円 

   例：初月）2,800 円 → 2 か月目）3,500 円 → 3 か月目）3,500 円 

   …30 日間毎日 2 本（計 60 本）受け取った場合、約 5 千円お得！ 

（通常売価で購入された場合、税込 139 円×60 本＝8,340 円） 

   ※お支払い方法はクレジットカード、ApplePay、Google Pay 限定 

    （Visa/MasterCard/JCB/DinersClubCard/AmericanExpress/ Discover Card） 

 

６．お申し込み方法 

※お申し込みページの URL へは対象店舗内に掲示しているポスター掲載の QR コードや西日本高速道路 

リテール㈱の HP からアクセス可能です → URL: https://w-retail.co.jp/motenasu/index.html 

 ※お申込みや会員券の提示には株式会社 favy が提供するウェブサイトを使用します 

※お申し込み後は、自動継続課金を解除しない限り翌月も自動的に契約が更新されます 

 

７．ご利用方法 

※会員券利用時に他の商品も同時に購入可能です 

 

 

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、 

あらかじめご了承ください。 

  

（画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。） 

（画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。） 

https://w-retail.co.jp/motenasu/index.html


 

この件に関するお問い合わせは、 

西日本高速道路リテール株式会社                         営業課  合澤   TEL: 06-6343-8265 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社    広報部メディアリレーション課  本田   TEL: 070-1581-5352 

 

本資料は、 

関西レジャー記者クラブ、京都府政記者クラブ、京都経済記者クラブ、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、神戸経済記者クラブ、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 にお配りしています。 

 

 

  



別紙１ 

 

「ハイウェイコーヒーパス」対象店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※西日本高速道路リテール㈱が運営する売店でのみサービスのご利用が可能です 

    （コンビニエンスストア・自動販売機ではご利用いただけません） 

 

路線名称 SA・PA名称 路線名称 SA・PA名称

黒丸PA（上） E93 第二神明道路 名谷PA（上）
黒丸PA（下） 高梁SA（上）
菩提寺PA（上） 高梁SA（下）
菩提寺PA（下） 久地PA（上）
草津PA（上） 久地PA（下）
草津PA（下） E11 高松自動車道 府中湖PA（下）
桂川PA（上） 馬立PA（上）
桂川PA（下） 立川PA（下）
赤松PA（上） 吉志PA（上）
赤松PA（下） 吉志PA（下）
社PA（下） 基山PA（上）
王司PA（上） 基山PA（下）
王司PA（下） 山川PA（上）
淡河PA（下） 山川PA（下）
白鳥PA（上） 玉名PA（上）
福石PA（上） 玉名PA（下）
福石PA（下） えびのPA（上）
瀬戸PA（上） えびのPA（下）
道口PA（上） 多久西PA（上）
道口PA（下） 多久西PA（下）
高坂PA（上） 大村湾PA（上）
高坂PA（下） 大村湾PA（下）
奥屋PA（下）
沼田PA（上）
玖珂PA（上）
玖珂PA（下）

E32 高知自動車道

E3 九州自動車道

E34 長崎自動車道

E1 名神高速道路

E2A 中国自動車道

E2 山陽自動車道

E73 岡山自動車道

E74 広島自動車道


