
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 

 

 

 


