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平成 31年 4月 19日 

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 

GW10 連休は日本全国のサービスエリア・パーキングエリアを巡ろう！ 
～ドライブスタンプラリーを全国で開催～ 

  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、4月22

日から 5 月 6 日までの 15 日間、ネクセリア東日本株式会社、中日本エクシス株式会社、一般社団法人 日本自

動車連盟と協力して全国のサービスエリア・パーキングエリアを舞台にしたスタンプラリーを開催します。お客さま

のスマートフォンをお使いいただき、簡単にご参加いただけますので、GW10 連休に高速道路をお使いの際は是

非サービスエリア・パーキングエリアにお立ち寄りください。 

１．開催期間    平成 31年 4 月 22 日（月）～令和元年 5月 6日（月・祝） 

２．対象箇所    NEXCO 東日本、中日本、西日本管内の SAPA 202 箇所（※別紙１参照） 

           （内訳：東日本 71箇所、中日本 58 箇所、西日本 73 箇所） 

３．キャンペーン内容 

  ・全国のサービスエリア・パーキングエリアを舞台としたドライブスタンプラリーです。 

  ・お客さまご自身のスマートフォンをお使いいただき、対象箇所でスタンプを集めていただきます。 

   ・スタンプを 3個獲得すると、サイト内から特典にご応募いただけます。 

   ・ご応募いただいたお客さまから、抽選で30名様に「特選お土産セット（5,000円相当）」をプレゼントいたします。 

４．遊び方 （※別紙２参照） 

   【参加方法】 

①お客さまのスマートフォンで「日本全国サービスエリア  ドライブスタンプラリー」を検索します。

（https://agent.jafnavi.jp/stamprally/detail/187）
   ②サイト内の「ログイン」ボタンをタップしていただき、ユーザー登録をします。※初回のみ 

   ③サイト内の「日本全国サービスエリア ドライブスタンプラリー」を選択します。 

   ④「参加する」ボタンをタップしていただくと、当該企画にご参加いただけます。※初回のみ 

   【スタンプ獲得方法】 

   ①対象箇所の店頭等に掲出されたポスター（QR コード付）を探します。 

②ログインされた状態で、当該企画ページの「QR コードでスタンプを押す」をタップします。 

   ③カメラが起動されますので、ポスターの QR コードを読みこみます。 

   ④スタンプを獲得できます。 

   ※万が一 QR コードが読み取れない場合は、QR コード下にある「スタンプコード」の入力で獲得が可能です。 

   ※獲得方法は、当該企画ページに羅列されているスタンプ枠のうち、獲得したいスタンプ枠をタップしていただき、 

     「スタンプコードで押す」をタップしていただいたうえで、「スタンプコード」を入力してください。 



 【特典応募方法】 

   ①当該企画ページの「特典」ボタンをタップします。 

   ②スタンプを 3個以上獲得している場合、当該特典の「達成」ボタンが青くなっておりますので、タップします。 

   ※スタンプ獲得数が 3個未満の場合、ボタンは「未達成」のままで、タップすること自体できません。 

   【特典受取方法】 

   ①抽選の結果、当選されたお客さまには当選通知及びプレゼント引換申込書を郵送いたします。 

   ②その後、お客さまより事務局宛てプレゼント引換申込書をお送りいただきます。 

   ③お客さまからお送りいただいたプレゼント引換申込書をもとに、特典を郵送させていただきます。 

５．実施主体 

   主催 ： ネクセリア東日本株式会社 

中日本エクシス株式会社 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

   協力 ： 一般社団法人 日本自動車連盟 



別紙①

道路名 箇所数

道央自動車道 6箇所 砂川SA（上） 砂川SA（下） 岩見沢SA（上） 岩見沢SA（下） 有珠山SA（上） 有珠山SA（下）

東北自動車道 24箇所 安達太良SA（上） 安達太良SA（下） 国見SA（上） 国見SA（下） 長者原SA（上） 長者原SA（下） 前沢SA（上）

前沢SA（下） 紫波SA（上） 紫波SA（下） 岩手山SA（上） 岩手山SA（下） 花輪SA（上） 花輪SA（下）

津軽SA（下） 蓮田SA（上） 蓮田SA（下） 羽生PA（下） 佐野SA（上） 佐野SA（下） 上河内SA（上）

上河内SA（下） 那須高原SA（上） 那須高原SA（下）

磐越自動車道 6箇所 磐梯山SA（上） 磐梯山SA（下） 阿武隈高原SA（上） 阿武隈高原SA（下） 阿賀野川SA（上） 阿賀野川SA（下）

常磐自動車道 6箇所 守谷SA（上） 守谷SA（下） 友部SA（上） 友部SA（下） 中郷SA（上） 中郷SA（下）

秋田自動車道 2箇所 錦秋湖SA（集約） 西仙北SA（上）

関越自動車道 11箇所 三芳PA（上） 高坂SA（上） 高坂SA（下） 上里SA（上） 上里SA（下） 赤城高原SA（上） 赤城高原SA（下）

塩沢石打SA（上） 塩沢石打SA（下） 越後川口SA（上） 越後川口SA（下）

上信越自動車道 6箇所 横川SA（上） 横川SA（下） 東部湯の丸SA（上） 東部湯の丸SA（下） 妙高SA（上） 妙高SA（下）

長野自動車道 4箇所 姨捨SA（上） 姨捨SA（下） 梓川SA（上） 梓川SA（下）

京葉道路 2箇所 幕張PA（上） 幕張PA（下）

館山自動車道 2箇所 市原SA（上） 市原SA（下）

中央自動車道 12箇所 石川PA（上） 石川PA（下） 談合坂SA（上） 談合坂SA(下） 双葉SA（上） 双葉SA(下） 諏訪湖SA(上）

諏訪湖SA(下） 駒ヶ岳SA（上） 駒ヶ岳SA（下） 恵那峡SA（上） 恵那峡SA（下）

東名高速道路 15箇所 港北PA（上） 港北PA（下） 海老名SA（上） 海老名SA（下） 中井PA（上） 中井PA（下） 足柄SA（上）

足柄SA（下） 富士川SA（上） 富士川SA（下） 牧之原SA（上） 牧之原SA（下） 浜名湖SA（集約） 上郷SA（上）

上郷SA（下）

名神高速道路 8箇所 養老SA（上） 養老SA（下） 多賀SA（上） 多賀SA（下） 大津ＳＡ（上） 大津ＳＡ（下） 吹田ＳＡ(上)

吹田ＳＡ(下)

北陸自動車道 14箇所 賤ヶ岳SA（上） 賤ヶ岳SA（下） 南条SA（上） 南条SA（下） 尼御前SA（上） 尼御前SA（下） 小矢部川SA（上）

小矢部川SA（下） 有磯海SA（上） 有磯海SA（下） 米山SA（上） 米山SA（下） 名立谷浜SA（上） 名立谷浜SA（下）

東海北陸自動車道 2箇所 関SA（上） 長良川SA（下）

東名阪自動車道 2箇所 御在所SA（上） 御在所SA（下）

伊勢自動車道 2箇所 安濃SA（上） 安濃SA（下）

新東名高速道路 8箇所 駿河湾沼津SA（上） 駿河湾沼津SA（下） 清水PA（集約） 静岡SA（上） 静岡SA（下） 浜松SA（上） 浜松SA（下）

岡崎SA（集約）

「日本全国サービスエリア　ドライブスタンプラリー」対象店舗（202箇所）

エリア名



道路名 箇所数 エリア名

新名神高速道路 2箇所 鈴鹿PA（集約） 宝塚北SA

西名阪自動車道 2箇所 香芝ＳＡ(上) 香芝SA(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)

舞鶴若狭自動車道 2箇所 西紀ＳＡ(上) 西紀ＳＡ(下)

中国自動車道 14箇所 西宮名塩ＳＡ(上) 西宮名塩ＳＡ(下) 加西ＳＡ(上) 加西ＳＡ(下) 勝央ＳＡ(上) 勝央ＳＡ(下) 大佐ＳＡ(上)

大佐ＳＡ(下) 安佐ＳＡ(上) 安佐ＳＡ(下) 吉和ＳＡ(上) 吉和ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下)

山陽自動車道 14箇所 三木ＳＡ(上) 三木ＳＡ(下) 龍野西ＳＡ(上) 龍野西ＳＡ(下) 吉備ＳＡ(上) 吉備ＳＡ(下) 福山ＳＡ(上)

福山ＳＡ(下) 小谷ＳＡ(上) 小谷ＳＡ(下) 宮島ＳＡ(上) 宮島ＳＡ(下) 下松ＳＡ(上) 下松ＳＡ(下)

米子自動車道 2箇所 蒜山高原ＳＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(下)

高松自動車道 2箇所 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松山自動車道 2箇所 石鎚山ＳＡ(上） 石鎚山ＳＡ(下）

高知自動車道 2箇所 南国ＳＡ(上） 南国ＳＡ(下）

九州自動車道 12箇所 古賀ＳＡ（上） 古賀ＳＡ（下） 基山ＰＡ（上） 基山ＰＡ（下） 広川ＳＡ（上） 広川ＳＡ（下） 北熊本ＳＡ(上)

北熊本ＳＡ(下) 宮原ＳＡ(上) 宮原ＳＡ(下) 桜島ＳＡ(上) 桜島ＳＡ(下)

長崎自動車道 4箇所 金立ＳＡ（上） 金立ＳＡ（下） 川登ＳＡ（上） 川登ＳＡ（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 2箇所 霧島ＳＡ(上) 霧島ＳＡ(下)

関門自動車道 2箇所 めかりＰＡ(上） 壇之浦ＰＡ(下）

※お店入り口やインフォメーション、記念スタンプ台にＱＲコードを設置しております。

※店舗の営業時間外はスタンプを獲得できない場合がございますので、ご了承願います。



日本全国サービスエリア ドライブスタンプラリー
操作方法

別紙②


