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報 道 関 係 各 位 

月末金曜は、西日本のサービスエリアでちょっと贅沢に
～「プレミアムフライデー・特別サービス」実施！！～ 

ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：石塚 由成）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：片桐 悟）は、平成29年3月31日（金）より西日本のサービスエリ

ア（ＳＡ）のレストランにおいて「プレミアムフライデー・特別サービス」を実施します。 

月末金曜は、地域素材などを使った季節限定メニュー１品が 100 円引き＆アフタードリンク等を無料でご提

供いたします。 

ＮＥＸＣＯ西日本グループは、この新たな取り組みに賛同し、プレミアムフライデーをご利用されるお客様を

中心に月末金曜日は西日本のサービスエリアでちょっと贅沢に、お得なサービスをお楽しみいただくようなサー

ビスを今後も提供してまいります。 

■実施日時 
・実施日   ： 平成 29 年 3月 31日（金）より平成 30年 2月 23 日の毎月月末金曜日。 
・実施時間 ： 各開催日において、開催店舗の対象メニューの提供時間中に割引をご利用いただけます。 
           ※提供時間は店舗ごとに異なりますので、詳細は別途お問い合わせください。 

■実施店舗 
ＮＥＸＣＯ西日本管内のサービスエリアのレストランコーナー 
平成 29年 3月 31日（金）は別紙記載の 46店舗で実施いたします。 
  ※今後実施店舗に変更が生じる場合は、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社ホームページ 
  （https://w-holdings.co.jp/）にてお知らせいたします。 

■特別サービスの内容 
各店舗にて 1品設定している対象メニューを召し上がられた方に、下記のサービスを実施。 
①対象メニュー税込 100 円割引 
②アフタードリンク等を無料でご提供 

  ※サービス内容（対象メニュー・アフタードリンク）は、季節もしくは月によって異なる場合がございます。 

《サービス例》 
中国自動車道 七塚原サービスエリア（上り線）で 
対象メニュー「旬のおもてなし春和御膳」1,380円（税込・右写真）
をご注文いただくと… 
・対象メニューが 100円割引 
・アフタードリンク「ホットコーヒー」150 円サービス※ 

   ⇒アフタードリンクも含めてご注文いただいた場合、 
通常 1,530 円のところを 1,280 円でご提供（250 円お得！）

※七塚原ＳＡ（上り線）は、ホットコーヒー、紅茶、
オレンジジュース（100～150円）などの中から、
お好きなドリンクを１杯サービスいたします。 



■主催 
ＮＥＸＣＯ西日本、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社、各ＳＡ運営会社 



（別紙）プレミアムフライデー・特別サービス参加店舗
　※2017年3月31日のものです。今後実施店舗に変更が生じる場合は、

 　　西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社ホームページ　（https://w-holdings.co.jp/）にてお知らせいたします。
道路名 エリア名 レストラン屋号・営業時間（赤字：土日祝）

1 名神高速道路 大津ＳＡ（下り線） 10：00～21：00

2 名神高速道路 吹田ＳＡ（上り線）
餃子・中華料理

「大阪王将」11：00～23：00

3 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上り線） 7：00～21：00

4 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（上り線） 7：00～21：00

5 阪和自動車道 紀ノ川ＳＡ（下り線） 7：00～21：00

6 舞鶴自動車道 西紀ＳＡ（上り線） 7：00～21：00

7 舞鶴自動車道 西紀ＳＡ（下り線） 7：00～21：00

8 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

9 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

10 中国自動車道 加西ＳＡ（下り線） 7：00～20：00

11 中国自動車道 勝央ＳＡ（上り線） 7：00～21：00

12 中国自動車道 勝央ＳＡ（下り線） 7：00～21：00

13 中国自動車道 七塚原ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

14 中国自動車道 安佐ＳＡ（上り線） 7：00～21：00

15 中国自動車道 安佐ＳＡ（下り線） 7：00～21：00

16 山陽自動車道 三木ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

17 山陽自動車道 三木ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

18 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（上り線）
レストラン「かごの屋」
7：00～22：00

19 山陽自動車道 龍野西ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

20 山陽自動車道 吉備ＳＡ（上り線）
11：00～21：00
7：00～22：00

21 山陽自動車道 吉備ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

22 山陽自動車道 福山ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

23 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上り線） 11：00～22：00

24 山陽自動車道 小谷ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

25 山陽自動車道 宮島ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

26 山陽自動車道 宮島ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

27 山陽自動車道 下松ＳＡ（上り線）
11：00～21：00
7：00～22：00

28 山陽自動車道 下松ＳＡ（下り線）
11：00～21：00
7：00～22：00

29 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（上り線） 7：00～21：00

30 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ（下り線） 7：00～21：00

31 高松自動車道 豊浜ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

32 松山自動車道 石鎚山ＳＡ（下り線） 11：00～20：00

33 高知自動車道 南国ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

34 九州自動車道 古賀ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

35 九州自動車道 広川ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

36 九州自動車道 広川ＳＡ（下り線）
10：00～20：00
10：00～21：00

37 九州自動車道 北熊本ＳＡ（上り線） 11：00～20：00

38 九州自動車道 北熊本ＳＡ（下り線） 11：00～20：00

39 九州自動車道 宮原ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

40 長崎自動車道 金立ＳＡ（上り線） 7：00～22：00

41 長崎自動車道 金立ＳＡ（下り線） 7：00～22：00

42 長崎自動車道 川登ＳＡ（上り線）
11：00～20：00
8：00～22：00

43 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（上り線） 8：00～20：00

44 宮崎自動車道 霧島ＳＡ（下り線） 8：00～20：00

45 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（上り線） 9：00～21：00

46 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ（下り線） 9：00～21：00



＜参考＞プレミアムフライデー・特別サービス参加店舗例

エリア名 大津ＳＡ（下り線） エリア名 西宮名塩ＳＡ（上り線）

メニュー名・価格
「近江牛ハンバーグと春の息吹きプレート」

2,180円を100円割引
メニュー名・価格

「鶏胸肉の香草パン粉焼き春風にのせて」
1,480円を100円割引

メニュー内容

三大和牛の一つとして知られる「近江牛」にこだ
わったハンバーグのメインと鰆の西京焼きにバジル
ソースを添えました。春の息吹き若筍のごはんと
スープで春を満喫ください。

メニュー内容

香草入りパン粉を乗せた鶏胸肉をオーブンでじっく
り焼き上げ、焦がしバターをかけました。カルボラー
ナ風よもぎうどん、デザートが付いた春イチオシメ
ニューです。

特別サービス例 ソフトドリンクいずれか180円を無料でご提供 特別サービス例 セット紅茶もしくはセットコーヒー180円を無料でご提供

エリア名 宮島ＳＡ（下り線） エリア名 下松ＳＡ（上り線）

メニュー名・価格
「春の彩り鯛めし御膳」
1,650円を100円割引

メニュー名・価格
「春うらら御膳」

1,890円を100円割引

メニュー内容

鯛の薄造り、海老と山菜の天麩羅、鰆焼梅肉ソー
ス、菜の花のお浸し、浅蜊の吸い物、鯛飯など、春
の旬にこだわった料理を一つの膳に贅沢に詰め込
んだ料理長自慢の御膳です。

メニュー内容

春を告げる魚、鰆をふんだんに使用しました。たた
き、桜葉漬、天ぷらなど一味違った味で鰆をお楽し
みください。菜の花や筍、赤もく、桜豆腐も春の息
吹を思わせます。

特別サービス例 セットコーヒー100円を無料でご提供 特別サービス例 セットコーヒー110円を無料でご提供

エリア名 広川ＳＡ（上り線） エリア名 古賀ＳＡ（上り線）

メニュー名・価格
「春薫るステーキ重」
2,100円を100円割引

メニュー名・価格
「春野菜の那の里天丼～自家製うどん付～」

1,598円を100円割引

メニュー内容

芳醇なサーロインステーキに筍と菜の花を添えた
贅沢なステーキ重。八女茶を練り込んだ八女茶そ
ばには、桜花の塩漬けを浮かべて茶の里から春の
息吹を届けます。

メニュー内容

春の季節野菜を盛り込んで、見た目もボリュームも
ある天丼に仕上げました。
インゲン、エンドウ、わさび菜、等の春野菜とｴﾋﾞとみ
つせ鶏のささみの天ぷら。

特別サービス例 セットコーヒー200円を無料でご提供 特別サービス例 セットコーヒー237円を無料でご提供

※上記内容は、2017年3月31（金）実施時のものです。
　　実施店舗・対象メニュー・特別サービス内容は、季節もしくは月によって異なる場合がございます。
※価格は全て税込価格です。


