
平成 31 年 4 月 24 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 

ゴールデンウィークはサービスエリア・パーキングエリアでゆっくりご休憩を 
～「平成」から「令和」へ。お得なキャンペーンや楽しいイベントを開催！～ 

  ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：酒井 和広）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、ゴールデンウィーク期間中のサービスエリア（ＳＡ）・パ

ーキングエリア（ＰＡ）で改元を記念して、下記のとおりイベント、キャンペーンやお得なサービスを開催します。 

今回のゴールデンウィークは、最大 10 連休という長期休暇になり、高速道路でのドライブやご旅行、ご帰省さ

れる多くのお客さまがいらっしゃると思いますが、お得なサービス満載のＳＡ・ＰＡでゆっくりお休みいただき、目的

地まで安全運転で走行して下さい。 

１．開催期間  平成 31年 4月 26日（金）～令和元年 5月 6日（月・祝） 

２．開催箇所  E１ 名神高速道路 黒丸ＰＡ（上り線） ほか 174 箇所 

３．実施内容  イベント、キャンペーン、お得なサービス、祝・新元号記念メニュー・商品、お得袋の販売など 

※この他にも様々な楽しいイベントなどを予定しております。詳しくは別紙をご参照ください。 

＜ＮＥＸＣＯ西日本管内の統一キャンペーンについて＞ 

◆ＧＷの「西得+1 スマートくじ」を開催。1,000 円以上お買い上げごとに「体験ツアー」や 

割引クーポン券などが当たるスマートくじを 1枚進呈。 

また、電子マネー「WAON」ポイント 10 倍キャンペーンも同時開催！ 

＜主なイベント、キャンペーン、お得なサービスについて＞ 

１．【祝・新元号企画】・・・E32 徳島自動車道 上板ＳＡ（上下線） 

 日時：平成 31年 4月 27日（土）～令和元年 5月 6日(月・祝)

 内容：改元ラーメン（金箔の新元号入り焼海苔等使用）の販売 

     1,200 円（税込） 

 その他 17 の SA・PA で改元関連のメニューやサービスを実施 

します。 

２．【お得袋セットの販売】・・・E2 山陽自動車道 吉備ＳＡ（下り線）  

日時：平成 31年 4月 26日（金）～売切れ次第終了 

内容：通常価格 5,000 円以上相当のおみやげセットを 

平成 31年にちなんで「3,100 円」で販売。 

その他 59 の SA・PA で「お得袋」を販売します。 

（数に限りがあります） 

（上板 SA上下線での改元ラーメン） 

（※参考 吉備ＳＡ㊦） 
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３．【プレゼント企画】・・・E26 阪和自動車道 岸和田ＳＡ（上り線） 

 日時：令和元年 5月 4日（土）11：00～なくなり次第終了 

 内容：季節の「花・野菜の苗木」を先着 200 名様へプレゼント 

その他 106 の SA・PA で「プレゼント企画」を実施します。 

（数に限りがあります） 

４．【イベント】・・・E2A 中国自動車道 西宮名塩ＳＡ（下り線） 

日時：令和元年5月 4日（土） 11：00～16:30 

    1 回 30 分を 5回実施 

内容：バルーンアート実演イベントを実施。 

その他 19 の SA・PA でイベントを実施します。 

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  高田、大庭   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、大阪経済記者クラブ、大阪建設記者クラブ、関西レジャー記者クラブ、

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、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。

（※参考 霧島ＳＡでのスイカのプレゼント） 

（※参考 南国ＳＡでのバルーンアートイベント） 
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（参考）ＧＷに向けて開催中のイベント、キャンペーン 

 １．『ＳＡ・ＰＡ春の満足メニュー』開催中！ 

  （１）開催期間  平成 31年 3月 1日（金）～令和元年 5月 31日（金） 

  （２）開催箇所  ＮＥＸＣＯ西日本管内のＳＡ・ＰＡ77箇所 

  （３）キャンペーン内容 

春の旬な食材などを使用したぽかぽか陽気な春のおでかけにぴったりな、 

各店舗自慢の満足メニューを販売します。 

この機会にぜひご賞味ください。詳しくは、下記をご覧ください。 

http://www.w-holdings.co.jp/news/archives/3012131.html

２．『西得+1 スマートくじ』及び『電子マネー「WAON」ポイント 10倍キャンペーン』を開催します！ 

  （１）開催期間  平成 31年 4月 26 日（金） 

～令和元年 5月 7日（火） 

  （２）キャンペーン内容 

1,000 円お買い上げごとにスマートくじ 1枚進呈。 

「体験ツアー」や地域のスイーツや果物、SA・PA 

でのお買い物やお食事でご利用可能な割引クーポン 

券などが当たります。 

詳しくは、下記をご覧ください。 

http://www.w-holdings.co.jp/news/archives/gw1-2019426201957.html

宮崎自動車道 霧島ＳＡ（下り線） 

新風巡り膳（しんぷうめぐりぜん） 870 円 

高松自動車道 豊浜ＳＡ（上り線） 

オリーブ地鶏と海老の春天丼 1,190 円 

山陽自動車道 三木ＳＡ（上り線） 

春の彩り弁当 1,880 円 

山陽自動車道 小谷ＳＡ（上り線） 

～見て、選んで楽しむアンデルセン伝統の味～

デンマーク風  オープンサンドイッチ セット  1,500 円 
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（関西地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲー
トの有無【※】

名神高速道路 黒丸ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定50セット

●

黒丸ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

黒丸ＰＡ 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,000円のお得袋セットの販売
※限定50セット

●

菩提寺ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

お得袋セットの販売
※1,000円　限定100セット
※1,250円　限定100セット
※1,655円　限定100セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定50セット

草津ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

お得袋セットの販売
※1,620円　限定50セット
※1,000円　限定250セット
※1,296円　限定500セット
※1,280円　限定250セット

●

草津ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

草津ＰＡ 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売
※1,998円　限定60セット
※1,680円　限定30セット

●

草津ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

大津ＳＡ 上 5/3～6
13：30～15：30

屋外店舗前 イベント
2,000円以上ご利用(券売機・自動販売機を除く）ごとにレシート提示にて出
目により商品が当たるサイコロイベントに参加可能。
各日13：30～15：30（先着100名・景品が無くなり次第終了）。

4/27～なくなり次第終了 2F　売店入口付近 お得袋
抹茶バウムやわらび餅等3種セットにおまけを付けたお得袋、総額5,000相
当を3,456円で販売。限定80セット　無くなり次第終了。

4/27～5/6 １Ｆ　レストラン　/　２Ｆ　フードコート プレゼント企画

1Ｆレストラン　『近江牛ロースステーキ膳』・『アンガス牛ロースステーキ膳』
をご購入のお客様に「コーヒーサービス券」をプレゼント（各日11：00～無く
なり次第終了）。
2Ｆフードコート　『近江牛ロース重』をご購入のお客様に「コーヒーサービス
券」をプレゼント。（各日11：00～無くなり次第終了。）

5/3～5 １Ｆ　レストラン　/　２Ｆ　フードコート プレゼント企画

1Ｆレストラン　『お子様ランチ』をご購入のお客様先着30名に「ミニアイス」を
プレゼント。（各日11：00～無くなり次第終了。）
2Ｆフードコート　『お子様ランチ』をご購入のお客様先着30名に「ミニパック
ジュース」をプレゼント。（各日11：00～無くなり次第終了。）

下 5/3～5/4 1階無料休憩所前 プレゼント企画 ご来店のお子様に無料で「おもちゃ」をプレゼント

4/27～5/6 2階フロア（カフェチャオプレッソ） プレゼント企画 フードコートご利用のお客様に「ソフトクリーム30円引き券」を配布

桂川ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
2,160円のお得袋セットの販売
※限定50セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売
※1,296円　限定100セット
※1,080円　限定100セット

吹田ＳＡ 上 5/3～5/5 店外宝くじ売り場前 プレゼント企画 お子様向けに無料で「お菓子入りガチャガチャ」を実施

新名神高速道路 宝塚北SA 上下別 4/28　1部15:00～
        2部16：00～

屋内メイントイレ側スペース イベント
地元アーティストによるライブパフォーマンス
SANT with いくよ

4/29　1部14：00～
        2部16：00～

屋外下り線側広場 イベント
地元アーティストによるライブパフォーマンス
14時：シルバースター　　16時：レッド・ジュークボックス

4/29　1部14：00～
        2部16：00～

屋外サブトイレ側広場/パティオ イベント
地元アーティストによるライブパフォーマンス
Mid Fes Allstars21（屋外サブトイレ側広場/パティオ）

5/3　 1部14：00～
        2部16：00～

屋外下り線側広場 イベント
地元アーティストによるライブパフォーマンス
Flower Messengers

5/6　 1部14：00～
        2部16：00～

屋内メイントイレ側スペース イベント
地元アーティストによるライブパフォーマンス
高平ギター部

4/27～4/29、5/3～5/5
10：00～17：00

店内(フリーラウンジ) イベント サファイア姫の王冠展示（時価1億円相当）＆宝飾・絵画の販売

近畿自動車道 東大坂ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

西名阪自動車道 香芝ＳＡ 上 5/5 フードコート周辺 プレゼント企画 先着100名さまに「おもちゃ」のプレゼント（お子様限定）

下 5/5 てんや プレゼント企画 先着100名さまに「おもちゃ」のプレゼント（お子様限定） ●

天理ＰＡ 上 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画
ショッピングコーナーで、3,000円以上購入されたお客様に、お菓子をプレゼ
ント。

下 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画
ショッピングコーナーで、3,000円以上購入されたお客様に、お菓子をプレゼ
ント。

阪和自動車道 岸和田ＳＡ 上 5月4日(緑の日)
11：00～

屋外店舗前 プレゼント企画 季節の「花・野菜の苗木」を先着200名様へプレゼント。 ●

下 5/5 レストランコーナー プレゼント企画
こどもの日限定！レストランをご利用のお子様に「玩具」のプレゼント
※なくなり次第終了

●

紀ノ川ＳＡ 上 4/27～5/6 レストラン プレゼント企画 お子様メニューをご注文のお客さま（お子様）に「ソフトドリンク」をサービス

下 5/5 レストラン(てまり) プレゼント企画 お食事のお子様50名に「ガチャガチャ1回」をプレゼント

舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ 上 4/30～5/1 店外（正面入口前スペース） イベント 丹波篠山市誕生記念祭（盲導犬ふれあいイベント、特設販売台設置）

4/27～5/6 ショッピングコーナー お得袋 丹波篠山市誕生記念祭福袋の販売（5,000円相当→3,500円）数量限定

4/27～5/6 特設販売台 キャンペーン
唐揚げ（320円）＆ささやまサイダー（235円）のセットを割引販売（555円⇒
500円）

4/1～5/31 ショッピングコーナー キャンペーン 改元記念出石そば「通」の割引販売（1,000円→972円）

下 5/5 ベーカリー プレゼント企画
お子様連れで500円以上お買い上げのお客様に「キャラクターパン」をプレ
ゼント(先着50名様)
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（関西地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲー
トの有無【※】

舞鶴若狭自動車道 六人部ＰＡ 上 4/27～5/6 店内にて プレゼント企画 飴のサービス

下 4/27～5/6 店内にて プレゼント企画 飴のサービス

第二神明道路 名谷ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,480円のお得袋セットの販売
※限定26セット

垂水PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

明石ＳＡ 上下 5/3～5 レストラン(下り線) プレゼント企画 ご来店されたお子様に「おもちゃ」をプレゼント ●

4/27、4/28　5/4、5/5 ショッピングコーナー イベント 希少な地元明石産　「清水いちご」の販売(土日限定) ●

姫路バイパス 別所ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

中国自動車道
赤松ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

1,080円のお得袋セットの販売
※限定70セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定50セット

社ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

社ＰＡ 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定24セット

西宮名塩ＳＡ 上 5/3～6 レストラン店内 プレゼント企画 お食事をされた全てのお子様に「お菓子」をプレゼント。

下 5/1～5/7　7:00～22：00 レストラン プレゼント企画 来店されたお子様に「あめ」をプレゼント。

4/27～5/7　7:00～22：00 レストラン プレゼント企画 キッズプレートご注文のお子様に「おもちゃ」をプレゼント。

5/1　9：00～
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー 祝・新元号企画 「令和元年」記念福袋　限定50個を販売

5/3～5/5
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー プレゼント企画
神戸プリン1,500円以上購入のお客様に「神戸プリン１個」をプレゼント《先
着200名》

4/28　11：00～16：00
《無くなり次第終了》

正面入口前スペース イベント 「スーパーボールすくい」イベント（店内ご利用のお客様対象）

5/4　11:00～16：30
　公演1回30分を5回実施

正面入口前スペース イベント バルーンアート実演イベント。

加西ＳＡ 上 5/3～5/5
《無くなり次第終了》

レストラン プレゼント企画 レストランご利用のお子様へ「おやつ」をプレゼント ●

4/28 店外特設 イベント
乾燥ごぼう掴み取り(300円)の実施
椎茸詰め放題(1,080円)の実施

●

4/28～5/6（4/30除く） 店外特設 その他 「神戸長田」のケミカルシューズを販売 ●

5/3～5/5
《無くなり次第終了》

ショップ プレゼント企画 お子様へ「おやつ又はバルーン」をプレゼント ●

下 5/3～5 店舗正面入り口、園地にて イベント スーパーボール氷柱の設置（子供用） ●

山陽自動車道 淡河ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

淡河ＰＡ
(ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ)

下 4/26～4/28 コンビニ キャンペーン 対象おにぎり5品を100円セール

4/26～4/30 コンビニ キャンペーン 対象スイーツ4品を通常価格から20円引き

5/2～5/6 コンビニ キャンペーン 対象ソフトクリームを50円引き

5/1～5/5 コンビニ キャンペーン 対象カップスイーツ5品を29円引き

5/3～5/6 店内 キャンペーン 対象おにぎり5品を100円セール

白鳥ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定12セット

白鳥ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

福石ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,200円のお得袋セットの販売
※限定40セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,200円のお得袋セットの販売
※限定60セット
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（関西地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲー
トの有無【※】

山陽自動車道 三木ＳＡ 上 5/4  14：00～ レスラン前のウッドデッキ イベント 児童少年少女による合唱を開催 ●

5/5　14：00～ ベーカリー前の園地 イベント 《歌とダンス》子供達によるDanceとお母さんによる子供の歌 ●

5/6　13：00～16：00 レスラン前のウッドデッキ イベント
東播磨地区のアマチュアフォークバンド15組の出演によるフォークソング大
会

●

5/4～5/6　11：00～16：00 ベーカリー前の園地 イベント 犬の似顔絵書き・ナイフ作り・かばん作りの体験コーナーの設置 ●

三木ＳＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2ア
イテム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

三木ＳＡ 下 5/5 レストランコーナー プレゼント企画 レストランご来店お子様に「玩具」をプレゼント ●

龍野西ＳＡ 上 5/3～6（4日間）
7：00～22：00

レストラン プレゼント企画 ご来店のお子様に「お菓子」をプレゼント。 ●

下 4/27～5/6
レストラン・フードコート・メルカード・

龍野茶屋・お菓子工房
祝・新元号企画

新元号記念商品をご購入いただいたお客様に「ショッピング売れ筋商品1
個」をもれなくプレゼント（※プレゼント商品は現在選択中）

●

4/27～5/6 レストラン プレゼント企画
「お子様プレート」ご注文のお子様に「ショッピング500円値引券」をプレゼン
ト

●

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲートの有無
【※】

中国自動車道 真庭ＰＡ 上
4/27～5/6
9：00～15：00

店外（特設コーナー） キャンペーン 「オリジナルコロッケセット」の販売（3個で50円引き、5個で100円引き）

下
4/27～5/6
10：00～17：00

店外（特設コーナー） キャンペーン 「ノンアルコールビール」と「和牛串・ハラミ串」セットで50円引き

大佐ＳＡ 上 5/5 レストランコーナー プレゼント企画
キッズラーメンご注文のお子様に「パックジュース1個」をプレゼント
※限定30個

4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

下 5/5 レストランコーナー プレゼント企画
キッズラーメンご注文のお子様に「パックジュース1個」をプレゼント
※限定30個

4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

勝央ＳＡ 上 5/3～5/5
スナックコーナー
特設販売

プレゼント企画
「たこ焼き」ご購入のお子様に「おもちゃ」をプレゼント
※各日、先着50名様

●

4/27～5/6
《無くなり次第終了》

レストラン プレゼント企画
雨の日に「飴」のプレゼント。
※雨が降り始めてから一日開催。

●

4/27～5/6 屋外テント イベント 「津山ホルモンうどん」の実演販売。 ●

下 5/5 レストラン キャンペーン お子さまカレー通常750円を450円で販売(300円引き)

5/1～5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画
おもちゃの「パイプロイド」をお買上のお客様に「ディズニーキャンデー」
のプレゼント

5/1～5/5 レストラン プレゼント企画
レストランレジ横で販売しているアンパンマン・トーマスグッズをお買上げ
のお客様に「アニマルハンカチ」をプレゼント

上月ＰＡ 上 5/5 屋外 イベント
地元高年大学陶芸部による、地元の上月焼（陶芸品）の販売。

下 4/28.29 店外（特設コーナー） イベント
地元高年大学陶芸部による、地元の上月焼（陶芸品）の販売。

4/27～5/6 店外（特設コーナー） キャンペーン コロッケ3個以上お買い上げで50円引きを実施。

4/27～5/6 店外（特設コーナー） プレゼント企画 岡山県産黒豚餃子を1個増量サービス(1通常5個入り⇒6個)

七塚原ＳＡ 上 5/2～5/6 ショッピングコーナー お得袋
2,500円のお楽しみ袋の販売(お土産品の詰め合わせ）
※期間中30個限定

●

下 5/2～5/5
店外

（正面入口前スペース）
イベント 足つぼロードや輪投げコーナーの設置

5/5 店舗正面入口付近 プレゼント企画
お子様に「わたがし」をプレゼント
※無くなり次第終了

本郷ＰＡ 上 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

下 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

安佐ＳＡ 上 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

下 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

吉和ＳＡ 上 5/1～5/3 ショッピングコーナー キャンペーン 令和への改元記念として、カウンターコーヒー全品を30円引きで販売

下 5/1～5/3 ショッピングコーナー キャンペーン 令和への改元記念として、カウンターコーヒー全品を30円引きで販売

鹿野ＳＡ
上 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画 ショッピングコーナで「串だんご5本」をお買い上げで1本プレゼント ●

5/1 スナックコーナー プレゼント企画 ソフトクリームをお買い上げのお客様に、「おみくじ」プレゼント ●

下 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画 ショッピングコーナで「串だんご5本」をお買い上げで1本プレゼント

5/1 スナックコーナー プレゼント企画 ソフトクリームをお買い上げのお客様に、「おみくじ」プレゼント

美東ＳＡ 上 5/5 店内(多目的スペース) プレゼント企画
多目的スペースで500円以上お買上のお子様に「ミニ菓子」をプレゼント
※先着100名様限定

●

下 4/27～5/6 店内(多目的スペース) その他 長州どり唐揚げや地産コロッケなど山口県食材を使用した物産展を開催 ●

4/27～29
5/3～5/5

店舗外前面 その他 移動販売車による焼き鳥の実演販売を開催 ●

5/3～5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画
来店されたお子様に「キャラクターグッズ等のおもちゃ」をプレゼント
※各日先着30名様限定

●

王司ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定70セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定30セット
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲートの有無
【※】

山陽自動車道 瀬戸ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定25セット

瀬戸ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

吉備ＳＡ 上
5/1

14:00～約20分
店舗外前面 イベント 高松農業高校生徒による和太鼓演奏を実施（雨天中止） ●

5/3
11：00～、13：00～

店舗外前面 イベント 吉備津三味線餅つき保存会による餅つきの開催（雨天中止） ●

下
4/26～5/6

《無くなり次第終了》
ショッピングコーナー 祝・新元号企画

新元号（令和）祝！改元お祝いセットの販売。
通常価格5,000円以上相当のおみやげセットを平成31年にちなんで
「3,100円」で販売。

●

4/26～5/6
《無くなり次第終了》

ジェラートコーナー キャンペーン
開店7周年記念セールとして一部商品のシングルサイズを半額にて提
供。
※通常400円⇒200円

●

4/26～5/6
《一日31食限定》

レストラン　マスカット 祝・新元号企画
新元号（令和）祝！改元お祝いメニュー（1,480円）の販売。

●

4/26～5/6 店外特設コーナー（桃太郎市） イベント 「平成・昭和」の懐かしのご当地お菓子コーナーの展開。 ●

4/26～5/6 店外特設コーナー（桃太郎市） イベント
かわいいヌイグルミが「必ず」当たる！スーパー三角くじ（空くじなし）の販
売。 ●

4/26～5/6 店外特設コーナー（桃太郎市） イベント
デニムフェスタ開催。アウトレット品を中心に、A品デニム小物も販売。
今回初「地元の若手デニムデザイナー」応援コーナーを設置し、小物雑
貨を展示販売。

●

道口ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,530円のお得袋セットの販売
※限定53セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定50セット

福山ＳＡ 上
5/3～5/5
10時～16時

店外(園地） その他 3日間限定で「ばら苗」の販売を実施。 ●

下 4/27～4/30 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 平成最後の週末を利用し、平成流行土産のコーナーを展開。 ●

八幡ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ) 上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

高坂ＰＡ
上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

1,190円のお得袋セットの販売
※限定50セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定30セット

山陽自動車道 小谷ＳＡ 上 5/1 ベーカリーコーナー 祝・新元号企画
祝！令和　アンデルセンのお祝いパンセット（税込1,080円）の販売
※20セット限定

●

5/1～5/3 レストランコーナー 祝・新元号企画
祝！令和　レストランでお食事のお客様に「あたらしもみじ1個」をプレゼント
※各日100名様限定

●

奥屋ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

奥屋ＰＡ 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,400円のお得袋セットの販売
※限定30セット

佐波川PA
(海鮮ｺｰﾅｰ) 上 5/2～5/5 店舗外前面 その他 移動販売車による焼き鳥の実演販売を開催

佐波川ＳＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（中国地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカム
ゲートの有無
【※】

沼田ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定60セット

沼田ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

宮島ＳＡ 上 5/3～5/6 店外（特設コーナー） プレゼント企画
甘栗をお買上げのお客様に「甘栗小袋」プレゼント
※各日先着20組様限定

●

5/1～6 スナックコーナー キャンペーン
「はちみつレモンソフト」を増量
「定食・丼物」の「ごはん」大盛無料

●

5/1 スナックコーナー 祝・新元号企画 新元号記念！ソフトクリームに「杓子せんべい」無料トッピング ●

5/5 スナックコーナー その他 子供の日！ソフトクリームに「杓子せんべい」無料トッピング ●

4/27～5/6 レストラン プレゼント企画 「あなご御膳」をご注文のお客様にドリンクバーサービス ●

5/1～5/6 レストラン キャンペーン
安全運転励行キャンペーン開催。ドライバー様に「ミンティア」の配布
※無くなり次第終了

●

5/5 レストラン プレゼント企画 子供の日に「ミニタオルまたは文房具」のプレゼント ●

下 4/29、5/2～5/6 移動販売車 その他 移動販売車による「たこ焼き」の特設販売 ●

5/5 レストランコーナー プレゼント企画
レストランご利用のお子様へ「おもちゃ」をプレゼント
※先着100名様限定

●

玖珂ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
900円のお得袋セットの販売
※限定50セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定40セット

下松ＳＡ
上 5/5 レストランコーナー プレゼント企画

レストランをご利用のお子様に「バスのチョロＱ」をプレゼント
※小学生以下を対象に先着50名様限定

●

下 4/27～5/6 移動販売車 その他 「ふく八コロッケ」の特設販売 ●

5/5 レストラン プレゼント企画 お子様ランチ・新幹線ランチをご注文のお客様に＠「おもちゃ」のプレゼント ●

5/3～5/5
10：00～

店外(ウッドデッキ) イベント 無料の射的ゲーム開催　※先着30人様 ●

米子自動車道 蒜山高原ＳＡ 上 5/1～5/2 レストランコーナー プレゼント企画 食事をされたお客様に「どじょう掬い饅頭」を1個プレゼント

下 4/27～5/6 スナックコーナー プレゼント企画
スナックコーナーご利用のお客様に「蒜山のお漬物バイキング」をサービ
ス

4/27～5/6 ショッピングコーナー お得袋 讃岐うどんの「得々袋」を販売　※合計300個限定

大山ＰＡ 上 4/26～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画
カップコーヒー(HOT・アイス）お買い上げのお客様に「どじょう掬い饅頭」
を1個プレゼント

●

浜田自動車道 寒曳山ＰＡ 上 5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画
ショッピングを利用されたお子様に「お菓子」のプレゼント
※無くなり次第終了

●

4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画

1,000円以上お買い物されたお客様に「月もみじ1個引換券」をプレゼント
※次回のお買物(1,000円以上)時に掲示でプレゼント
《利用可能店舗》
中国道：本郷㊦・安佐㊤㊦・大佐㊤㊦
山陽道：福山㊤
浜田道：寒曳山㊤

●

岡山自動車道 高梁ＳＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定15セット

●

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定25セット

●

広島自動車道 久地ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,300円のお得袋セットの販売
※限定20セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売
※1,100円　限定10セット
※1,080円　限定10セット

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（四国地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

徳島自動車道上板ＳＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 改元福袋の販売　※限定30袋 ●

5/1 フードコートコーナー プレゼント企画 5/1が誕生日のお客様に「プレミアム金時ソフト」をプレゼント ●

4/27～5/6 フードコートコーナー 祝・新元号企画
お得な改元ラーメン（金箔の新元号入り焼海苔等使用）の販売
※10食/日限定

●

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 改元福袋の販売　※限定30袋 ●

5/1 フードコートコーナー プレゼント企画 5/1が誕生日のお客様に「プレミアム金時ソフト」をプレゼント ●

4/27～5/6 フードコートコーナー 祝・新元号企画
お得な改元ラーメン（金箔の新元号入り焼海苔等使用）の販売
※10食/日限定

●

吉野川SA 上
5/1

《無くなり次第終了》
ショッピングコーナー 祝・新元号企画

改元祝い粗品（和菓子等）をプレゼント
※先着50名様

5/4～5/5 スナックコーナー プレゼント企画
スナックコーナーご利用のお客様に「コーヒー無料券」をプレゼント
※各日先着30名様

5/5
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー プレゼント企画
ショッピングコーナーでお買い物のお子様に「カプセルトイ」をプレゼント
※先着150名様

5/3～5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画 ショッピングコーナーご利用のお客様に、「キャンディー」をプレゼント

5/3～5/5 店外（特設コーナー） プレゼント企画 特設コーナーご利用のお客様に、「キャンディー」をプレゼント

吉野川SA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

高松自動車道
府中湖PA
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

府中湖PA 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定50セット

豊浜SA 上
5/1　9：00～

《無くなり次第終了》
ショッピングコーナー 祝・新元号企画

売店コーナーご利用のお客様に祝改元として「大福」1個プレゼント
※先着100名様

●

5/1～無くなり次第終了 ショッピングコーナー 祝・新元号企画
改元お得福袋の販売
※限定20個

●

5/3～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
ＧＷ土産菓子お買得セットの販売
※2種類を各100個(計200個)

●

5/1～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
讃岐の麺お買得セットの販売
※限定200セット

●

5/5
《無くなり次第終了》

レストランコーナー プレゼント企画
ご利用のお子様（小学生以下）に「お菓子」をプレゼント
※先着30名様

●

下 4/27～5/6 レストランコーナー プレゼント企画 お子様に「おもちゃ」をプレゼント ●

4/27～5/6 店内特設(高瀬茶屋本舗) プレゼント企画 だんご串3本お買上げごとに1本プレゼント ●

4/27～5/6 店内特設(シルフィード) キャンペーン
「瀬戸内レモンスカッシュ」、「瀬戸内レモンジャージー牛乳」を通常価格から50
円引き

●

4/27～5/7 スナックコーナー キャンペーン 「瀬戸内レモンソフト」を通常価格から50円引き ●

4/27～5/8 ショッピングコーナー お得袋
お買い得セットの販売
※限定30個/日

●

松山自動車道石鎚山ＳＡ 上 4/26～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 改元セット商品販売

4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋の販売
※限定100セット

5/1
 《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー プレゼント企画
1,000円以上お買い上げのお客様に「団子」をプレゼント
※先着300名様

5/1～5/6 ベーカリー 祝・新元号企画 元号パンの販売

下
4/27～5/6

 《無くなり次第終了》
ショッピングコーナー プレゼント企画

3,000円以上お買い上げのお客様に「いよてつ高島屋大観覧車くるりん」乗車
券をプレゼント
※先着100名様/日

●

4/27～5/6
 《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー お得袋
亀井製菓お買い得2箱セット販売（1,296円→1,080円）
※先着500セット

●

5/3～5/6
 《無くなり次第終了》

レストランコーナー プレゼント企画
レストランご利用のお客様に「柑橘」プレゼント
※先着50名様/日

●

5/3～5/6 スナックコーナー プレゼント企画 券売機番号がぞろ目で「クレミアソフト」をプレゼント ●

5/3～5/6
 《無くなり次第終了》

店内(マルシェコーナー) キャンペーン
スムージーの50円割引(450円→400円)
※先着50名様/日

●

5/3～5/6
《無くなり次第終了》

店外（特設コーナー） プレゼント企画
鶏のから揚げ1個増量サービス(4個⇒5個)
※先着50名様/日

●
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（四国地区） 別紙

注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

松山自動車道伊予灘SA 上
5/1～5/5 7：00～
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー プレゼント企画
ショッピングをご利用のお子様に「飴」をプレゼント
※各日、先着50名さま

●

下 5/3～5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画 2,000円以上のお買い上げのお客様に「お菓子」をプレゼント ●

5/3～5/5
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー お得袋
亀井製菓の限定商品セットの販売
※限定130個

●

5/5
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー プレゼント企画 売店でお買い上げのお子様に「キャンディー」のプレゼント ●

5/5
《無くなり次第終了》

スナックコーナー プレゼント企画
スナックコーナーご利用のお客様に「お菓子」のプレゼント
※先着50個

●

入野ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテ
ム）の20円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

高知自動車道馬立ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定30セット

立川ＰＡ 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定42セット

南国SA
上

5/1
《無くなり次第終了》

ショッピングコーナー お得袋
銘菓商品の詰め合わせ福袋（4,000円相当を2,000円で販売）
※限定20セット

●

4/27～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 改元記念商品の販売（銘菓・グッズなど） ●

4/27～5/6 店外（特設コーナー） その他
高知大学地域協働学部の学生が中心となって、営業している「カフェ satobito」
の看板商品里人アイスにアレンジを加えた里人アイスダブルを販売（紅白色を
2種類　イチゴ×ミルク）

●

4/27～5/6 スナックコーナー 祝・新元号企画 改元記念メニューの販売（贅沢うどん） ●

5/5 レストランコーナー プレゼント企画 小学生以下のお子様限定で「お菓子」プレゼント ●

5/6　14：00～17：00 店内 イベント テーブルマジックを開催 ●

5/5　14：00～ 店外 イベント ゆるキャラの「カツオにゃんこ」が登場 ●

下 4/27～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 改元記念商品の販売（銘菓・グッズなど） ●

4/27～5/6 店外（特設コーナー） その他
高知大学地域協働学部の学生が中心となって、営業している「カフェ satobito」
の看板商品里人アイスにアレンジを加えた里人アイスダブルを販売（紅白色を
2種類　イチゴ×ミルク）

●

4/27～5/6 スナックコーナー 祝・新元号企画 改元記念メニューの販売（祝改元うどん） ●

5/5 スナックコーナー プレゼント企画 小学生以下のお子様限定でお菓子のプレゼント ●

5/6　11：00～13：00 店内 イベント テーブルマジックを開催 ●

5/5　10：00～ 店外 イベント ゆるキャラの「カツオにゃんこ」が登場 ●

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（九州地区） 別紙
注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

関門橋 めかりPＡ 上 5/3～5/4 ショッピングコーナー キャンペーン
どんたく商品の販売強化
(如水庵「どんたく絵巻」試食販売実施や九十九島「はかたんもん」の販売)

壇之浦ＰＡ 下 4/27～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 祝新元号コーナー ●

4/27～5/6 テイクアウトコーナー キャンペーン 「ふく唐揚げ」増量キャンペーン(5個⇒6個) ●

九州自動車道 吉志ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定50セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定45セット

直方ＰＡ 上 4/26～4/28 ショッピングコーナー キャンペーン 対象おにぎり5品を100円セール

4/26～4/30 ショッピングコーナー キャンペーン 対象スイーツ4品を通常価格から20円引き

鞍手ＰＡ 下 4/26～4/28 ショッピングコーナー キャンペーン 対象おにぎり5品を100円セール

4/26～4/30 ショッピングコーナー キャンペーン 対象スイーツ4品を通常価格から20円引き

須恵ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

古賀ＳＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 新元号にちなみ、「祝袋」の販売。（200個限定　先着順無くなり次第終了） ●

下 5/5 テイクアウトコーナー その他 小学生以下のお客様はソフトクリームを通常価格から100引きで販売 ●

基山ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売
※1,080円　限定360セット
※1,100円　限定50セット

●

下 4/26～5/6 店内イートインコーナー その他
店内イートインコーナーにおいて、北前船のカワモト催事を実施。
鯖寿司、いわしせんべい他、試食販売を実施。

●

4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定800セット

●

基山ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

広川ＳＡ 上 4/26～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 元号改変に合わせて、新元号（令和）に因んだ商品を集めたコーナーの展開

4/27～4/29・5/3～5/6 ショッピングコーナー キャンペーン 新茶の時期に合わせて、お茶の試飲販売を実施

4/26～5/6 ショッピングコーナー その他 鹿児島・宮崎・福岡のドーナツ棒の限定販売コーナーの展開

5/3～5/5 レストランコーナー プレゼント企画 レストランにて、子供の日に因んで「ヤクルト」をサービス

下 5/3～5/5 店外 キャンペーン 八女茶新茶の天ぷら試食 ●

5/5
11：00～15：00

店内 イベント 風船アートの実施 ●

5/4 レストランコーナー プレゼント企画 みどりの日にレストランをご利用で「花の種」をプレゼント ●

山川ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

お得袋セットの販売
※2,000円　限定30セット
※1,080円　限定15セット
※1,000円　限定20セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

お得袋セットの販売
※1,700円　限定40セット
※1,550円　限定30セット
※1,080円　限定30セット
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（九州地区） 別紙
注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

九州自動車道 玉名ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売
※1,980円　限定50セット
※1,880円　限定150セット

●

玉名ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

玉名ＰＡ 下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋

お得袋セットの販売
※1,080円　限定20セット
※1,500円　限定60セット
※2,000円　限定110セット

玉名ＰＡ
（ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）

4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

北熊本ＳＡ 上 4/27～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画 「焼きスイートポテト」を1,000円以上のお買い上げで「お菓子1品」をプレゼント

下 5/5 レストランコーナー プレゼント企画
レストランご利用の小学生以下のお客さま（乳児除く・ご希望のお客さま）へ「おもちゃ」
のプレゼント※先着100名程度予定

緑川ＰＡ 上 5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画 西得スマートくじのはずれくじ提示で「お菓子」のプレゼント

下 5/5 ショッピングコーナー プレゼント企画 西得スマートくじのはずれくじ提示で「お菓子」のプレゼント

宮原ＳＡ 上 4/27～5/6 店舗全面 その他
地域の特産品の特設販売を実施　（栗まんじゅう、からし蓮根、ケーキ、海産品、カットス
イカ）
　※日によって内容は異なります

●

下 4/26～5/6 スナックコーナー プレゼント企画
お子様連れご利用のお客様へ「人気キャラクターキーホルダー」をプレゼント
　※無くなり次第終了

●

山江ＳＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

えびのＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
2,000円のお得袋セットの販売
※限定95セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,500円のお得袋セットの販売
※限定75セット

溝辺ＰＡ 上 5/4～5/5 スナックコーナー プレゼント企画 スナックコーナーでお食事のお客さまへ「キーホルダー等」をプレゼント

桜島ＳＡ 上 5/1～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 新元号福袋の販売（3,000円相当、数量未定） ●

5/1～5/6 レストランコーナー プレゼント企画 お子様ランチお食事のお客さまに「お菓子」をプレゼント ●

下 4/27～5/6 ショッピングコーナー 祝・新元号企画 改元記念お祝い袋の販売（3,000円相当、30袋限定）

長崎自動車道 金立ＳＡ 上 5/5 レストランコーナー プレゼント企画 「こどもの日」にレストランをご利用頂いたお子様に「お菓子」のプレゼント ●

下 4/22～5/21 ショッピングコーナー その他 北海道うまいもの市の開催 ●

金立ＳＡ㊦
ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰ
ﾋｰ

4/28
11：00～、14：00～

店内 イベント 10周年企画店内ライブを2回実施 ●

多久西ＰＡ 上 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
お得袋セットの販売
※1,500円　限定35セット
※1,080円　限定25セット

下 4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定60セット

川登ＳＡ 上 4/27～5/6 店外 その他 屋外テントで焼き鳥、コロッケ、角煮まん等の実演販売の実施

5/5 レストランコーナー プレゼント企画
5月5日(こどもの日)にちなんで、レストランご利用のお子様に「お菓子」をプレゼント（先
着100名）
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（九州地区） 別紙
注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

長崎自動車道 大村湾ＰＡ 上 5/3～5/5 店外 その他 屋外にてそのぎ茶の新茶試飲即売会を実施 ●

4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
2,000円のお得袋セットの販売
※限定85セット

●

下 4/29～5/2 店外 その他 屋外にてそのぎ茶の新茶試飲即売会を実施 ●

4/27～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
1,080円のお得袋セットの販売
※限定50セット

●

長崎自動車道
今村ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

木場ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

大分自動車道 山田ＳＡ 上 4/12～5/12 ショッピングコーナー その他 「九州・関西うまいもの対決市」物産展の実施 ●

5/4 ショッピングコーナー プレゼント企画 みどりの日に「花の種」をプレゼント ●

下 4/17～5/17 ショッピングコーナー その他
催事売台にて「福岡銘菓で振り返る ありがとう平成コーナー」を展開
併せて、新元号「令和」関連商品のコーナーも展開

●

4/26～無くなり次第終了 ショッピングコーナー お得袋
石村萬盛堂の「お得袋(お菓子5品詰め合わせ)」を販売
1,496円⇒1080円

●

4/27～5/6 スナックトコーナー プレゼント企画
フードコートでお食事されたお客様にテイクアウトで利用できる「おすすめ商品」の30円
割引券をプレゼント

●

4/27～5/6 テイクアウトコーナー キャンペーン テイクアウトの「ポテト」を20％増量 ●

5/3～5/5 レストランコーナー プレゼント企画 お子様ランチ購入のお客様に「おもちゃ」をプレゼント ●

玖珠ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引

東九州自動車道
今川ＰＡ
(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)

上 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

下 4/29～5/6 コンビニ キャンペーン 対象のどん兵衛(4アイテム)を2個購入で会計から40円引 ●

4/27～5/6 コンビニ プレゼント企画
対象の食パン・マルチパックを1個購入するごとに「明治おいしい牛乳」（2アイテム）の20
円割引券プレゼント

●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 対象の飲料を通常価格から21円引き ●

4/26～5/6 コンビニ キャンペーン 制汗シート（17アイテム）を通常価格から20～40円引 ●

別府湾ＳＡ 下 5/3～5/6 店外 イベント 無料の足湯を設置 ●

宮崎自動車道 霧島ＳＡ 下 5/3～5/5
ショッピングコーナー
レストランコーナー

プレゼント企画 「手作り鯉のぼり」をプレゼント（200個用意） ●

山之口ＳＡ 上 5/4～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画 お買物をされたお客さまに「キャンディー」をプレゼント（最低200個用意）

下 5/4～5/6 ショッピングコーナー プレゼント企画 お買物をされたお客さまに「キャンディー」をプレゼント（最低200個用意）
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平成31年度　ＧＷのイベント、キャンペーン、お得なサービス一覧（九州地区） 別紙
注）実施内容は、天候、商品の納入状況などにより、変更、中止することがありますので、予めご了承下さい。

道路名 エリア名 上下別 開催期間 開催場所 分類 内容
ウェルカムゲート
の有無【※】

沖縄自動車道 伊芸ＳＡ 上 4/27～5/6 ショップ お得袋
沖縄の地場産品の開発をしている「オキネシア」の商品詰合せセット(ちんすこうや沖縄
菓子)を販売

●

4/27～5/6
《無くなり次第終了》

レストラン プレゼント企画 レストラン利用のお客様に「新商品のざわわ(お菓子)」をプレゼント ●

下 4/27～5/6 ショップ お得袋
沖縄の地場産品の開発をしている「オキネシア」の商品詰合せセット(ちんすこうや沖縄
菓子)を販売

4/27～5/6
《無くなり次第終了》

レストラン プレゼント企画 レストラン利用のお客様に「新商品のざわわ(お菓子)」をプレゼント

中城ＰＡ 上 4/27～5/6 外売店(第2スナック) キャンペーン 　ソフトクリームの無料トッピング（カラースプレー）をサービス

下 4/27～5/6 外売店(第2スナック) キャンペーン 　ソフトクリームの無料トッピング（カラースプレー）をサービス ●

【※】ウェルカムゲート：一般道から施設をご利用いただける出入口です。
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【参考資料】

ＧＷの『西得+１スマートくじ』キャンペーン

（平成 31年 3月 27日リリース済）
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410 

平成 31年 3月 27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 

“体験ツアー”が当たります！ 
ＧＷの 『西得＋1 スマートくじ』 キャンペーン 

～電子マネー「WAON」ポイント 10 倍キャンペーンも同時開催！～ 

  ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：酒井 和広）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、4 月 26 日から 5 月 7 日までの 12 日間、お得なキャ

ンペーンを開催します。今回は、サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）で税込1,000円お買い上げごとに

スマートくじ 1 枚進呈し、賞品には企画初として「体験ツアー」をご用意しました。そのほか、地域のスイーツや果

物、ＳＡ・ＰＡでのお買い物やお食事でご利用可能な割引クーポン券などが当たります。 

また、今回は電子マネー「WAON」のポイントが何と“10 倍”のキャンペーンも同時開催します。 

１．開催期間    2019 年 4月 26 日（金）～2019年 5月 7 日（火） 

              ※スマートくじの配布は、各店舗なくなり次第終了となります。 

２．キャンペーン概要

■春の西得+１ スマートくじ■  

・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 193 箇所（※別紙１参照） 

・キャンペーン詳細 

「西得+１スマートくじ」は、対象ＳＡ・ＰＡのショッピングコーナー、レストランコーナーで税込 1,000 円 

お買い上げごとにスマートくじを１枚進呈します。 

スマートくじには、以下の当たりくじが含まれています。 

①西日本各地の「選べる体験ツアー」賞品当選券 60組 120 名様（別紙２参照） 

パラグライダーや和菓子づくり、イルカウォッチング、グラス作りなど 12 の体験コースから選べます 

【兵庫県】パラグライダー体験プラン 【鹿児島県】吹きガラス体験プラン 
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② 「地域のスイーツと果物」賞品当選券 40名様（別紙３参照） 

岡山の「マスカット・オブ・アレキサンドリア」や宮崎の「アップルマンゴー」などが当たります 

③ 500 円、100円、50 円の割引クーポン券（合計約 123万枚） 

①②「賞品当選券」の賞品受取り方法 

①「選べる体験ツアー」については、官製はがきに氏名・住所・電話番号・ご希望のツアー番号を書いて 

「賞品当選券」を貼付して郵送していただくと、お申し出頂いたご住所に賞品(体験ツアーチケット)を発送さ 

せていただきます。 

 ※「賞品当選券」に付いているＵＲＬ又はＱＲコードからＳＨＤの西得キャンペーンページにアクセスし、賞品 

ページの体験ツアーリストからツアー番号を確認してください。 

 ※体験ツアーの利用期間については、6月上旬から 9月までとなります。 

 ※現地までの往復交通費等はお客様負担となります。 

②「地域のスイーツと果物」については、官製はがきに氏名・住所・電話番号を書いて「賞品当選券」を貼付し 

て郵送していただくと、お申し出頂いたご住所に賞品（地域のスイーツと果物）を発送させていただきます。 

①②の「賞品当選券」の郵送期限は、ともに 2019年 5月 14日（火）まで（消印有効）です。 

①②の賞品発送は、ともに 6月上旬となります。 

③「割引クーポン券」のご利用方法 

割引クーポン券の種類は、「500 円割引券」「100 円割引券」「50 円割引券」の 3種類となります。 

対象ＳＡ・ＰＡのショッピングコーナー、レストランコーナーで券面金額の割引クーポン券としてご利用 

できます。 ※「割引クーポン券」の有効期限は 2019年 5月 7日（火）まで。 

■電子マネー「WAON」ポイント 10 倍キャンペーン■ 

キャンペーン開催期間中に、対象のＳＡ・ＰＡで電子マネー 

「ＷＡＯＮ」をご利用いただくと、ＷＡＯＮポイントを 10倍進呈 

いたします！ 

 ・開催箇所 NEXCO西日本管内の SAPA 158 箇所 

（※別紙４参照） 
告知イメージ 

【岡山県】マスカット・オブ・アレキサンドリア 

《賞品当選券・割引券（イメージ）》 《スマートくじ（イメージ）》 

【宮崎県】アップルマンゴー 
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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  高田、大庭   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、大阪経済記者クラブ、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。
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別紙１

道路名 箇所数

名神高速道路 13箇所 黒丸PA(上) 黒丸PA(下) 菩提寺PA(上) 菩提寺PA(下) 草津PA(上) 草津PA(下) 大津SA（上）1F

大津SA（上）2F 大津SA（下） 桂川PA(上) 桂川PA(下) 吹田SA(上) 吹田SA(下)

新名神高速道路 1箇所 宝塚北SA

西名阪自動車道 4箇所 香芝SA(上) 香芝SA(下) 天理PA(上) 天理PA(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)

第二神明道路 3箇所 名谷PA(上) 明石SA(上) 明石SA(下)

舞鶴若狭自動車道 4箇所 六人部PA(上) 六人部PA(下) 西紀SA(上) 西紀SA(下)

中国自動車道 29箇所 西宮名塩SA(上) 西宮名塩SA(下) 赤松PA(上) 赤松PA(下) 社PA(下) 加西SA(上) 加西SA(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) 鹿野SA(上) 鹿野SA(下) 美東SA(上) 美東SA(下) 王司PA（上）

王司PA（下）

山陽自動車道 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) 龍野西SA(上)

龍野西SA(下) 福石PA(上) 福石PA(下) 瀬戸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)

岡山自動車道 2箇所 高梁SA(上) 高梁SA(下)

米子自動車道 3箇所 大山PA(上) 蒜山高原SA(上) 蒜山高原SA(下)

浜田自動車道 1箇所 寒曳山PA(上)

広島自動車道 2箇所 久地PA(上) 久地PA(下)

高松自動車道 3箇所 府中湖PA（下） 豊浜SA(上） 豊浜SA(下）

松山自動車道 4箇所 石鎚山SA(上） 石鎚山SA(下） 伊予灘SA（上） 伊予灘SA（下）

高知自動車道 4箇所 馬立PA（上） 立川PA（下） 南国SA(上） 南国SA(下）

徳島自動車道 3箇所 上板SA(上） 上板SA(下） 吉野川SA（上）

九州自動車道 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)

長崎自動車道 8箇所 金立SA（上） 金立SA（下） 多久西PA（上） 多久西PA（下） 川登SA（上） 川登SA（下） 大村湾PA（上）

大村湾PA（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 4箇所 霧島SA(上) 霧島SA(下) 山之口SA(上) 山之口SA(下)

関門自動車道 2箇所 めかりPA(上） 壇之浦PA(下）

沖縄自動車道 4箇所 伊芸SA（上） 伊芸SA（下） 中城PA（上） 中城PA（下）

エリア名

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１９３箇所）
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別紙１

西得+１スマートくじキャンペーンの対象店舗（１９３箇所）

利用可能セブンイレブン店舗

道路名 箇所数

名神高速道路 3箇所 黒丸PA(上) 草津PA(上) 草津PA(下)

近畿自動車道 1箇所 東大阪PA(下)

中国自動車道 1箇所 社PA(上)

山陽自動車道 10箇所 淡河PA(上) 三木SA(上) 白鳥PA(下) 瀬戸PA(下) 佐波川SA(上) 佐波川SA(下) 八幡PA(上)

八幡PA(下) 奥屋PA(上) 沼田PA(下)

第二神明道路 1箇所 垂水PA(下)

姫路バイパス 2箇所 別所PA(上) 別所PA(下)

高松自動車道 1箇所 府中湖PA(上)

徳島自動車道 1箇所 吉野川SA(下)

松山自動車道 2箇所 入野PA(上) 入野PA(下)

九州自動車道 7箇所 須恵PA(上) 須恵PA(下) 基山PA(下) 玉名PA(上) 玉名PA(下) 山江PA(上) 山江PA(下)

長崎自動車道 2箇所 今村PA(上) 木場PA(下)

東九州自動車道 2箇所 今川PA(上) 今川PA(下)

大分自動車道 2箇所 玖珠SA(上) 玖珠SA(下)

利用可能ミニストップ店舗

山陽自動車道 1箇所 淡河PA(下)

九州自動車道 2箇所 直方PA(上) 鞍手PA(下)

　※スマートくじは、ショッピングコーナー、レストランコーナーで1,000円（税込）毎にお買い物されたお客さまにお配りいたします。

　※ガソリンスタンド、一部コンビニエンスストア、バーガー専門店、コーヒー専門店など一部店舗はキャンペーンの対象外となります。

　　当選した割引券のご利用については、対象店舗の自動販売機、レストラン・スナックコーナーの券売機、一部施設ではご利用いただけません。

　　宝くじ、はがき等の金券類、たばこ及び新聞・雑誌など法律等で割引販売が禁止されている商品については、割引券ご利用の対象外とさせていた

　　だきます。

エリア名
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商品画像(イメージ) 開催場所 商品名（上段）／紹介（下段）

大津港発着 ミシガンクルーズ80分プラン《2名１組様》

比叡山、比良山、三上山、琵琶湖大橋を眺めながら豪華遊覧船で楽しむ、80分間
のびわ湖クルーズ。屋上デッキからの360度パノラマビューや、ミシガンパーサー
による音楽ライブで非日常的な時間を過ごせます。

ウエストジャパンアウトドアスクール
パラグライダー体験プラン《2名１組様》

初心者でも安心のパラグライダー体験です。憧れの大空を舞い、風を受けてフ
ワッと飛ぶパラグライダーは、自由に飛べる快感と独特の浮遊感が魅力。丹波里
山の自然もたっぷり満喫できます。

四季折々の京菓子をお抹茶と味わう、和菓子づくり体験プラン《2名１組様》
（上生菓子3個、干菓子1個）

京都が誇る江戸時代後期から続く老舗「甘春堂」で、季節に合わせた和菓子づくり
を楽しむプランです。
職人から丁寧にわかりやすく、ゆっくりと教えてもらえるので初めての方でも安心。
作った京菓子は、本格的な抹茶とともに味わうことができ、より和菓子の魅力を堪
能できます。

伝統の赤膚焼の茶碗をつくる、手びねり体験プラン《2名１組様》

初心者の方にも挑戦しやすい手びねりで茶碗1つをつくる陶芸体験。赤膚山の希
少な土を使う、正真正銘の赤膚焼の体験プランです。
赤膚焼の伝統を受け継ぐ講師が教えますので、伝統や文化、知識がたくさん詰
まった、ここでしか体験できない時間を楽しめます。

薪窯で本格的に焼き上げる！備前焼のお茶碗や小皿を作るプラン《2名１組様》

伝統的な備前焼にチャレンジするプラン。手びねりでお茶碗や湯呑、小皿などお
好きな作品をつくれます。焼き上がりは本格的な「桟切り」という味わい深い焼色
が生まれる手法「薪窯焼成」にて完成。
指導者がしっかりサポートするので安心です。※完成品はを2ヵ月後にお届け予
定。

懐かしさに出逢える、安来節どじょうすくい体験プラン《2名１組様》

イベントに引っ張りだこの主人（又は師範のスタッフ）が伝授する「どじょうすくい踊
り」。ひょうきんな表情と微妙な腰の動きが特徴で、自然と笑いが起こり笑顔になっ
てしまうのも魅力のひとつ。安来市の伝統と文化を知る貴重な体験プランです。

山陰松島遊覧の遊覧船と電気自動車ジオコムスで浦富海岸を楽しむ！
山陰海岸ジオパークエリア満喫プラン

《2名１組様》

小型電気自動車「ジオコムス」に乗って山陰海岸ジオパークの海岸線を楽しむだ
けでなく、遊覧船に乗って浦富海岸をクルージングできる欲張りなプラン。
「ジオコムス」に乗りながら音声ガイドを参考に充実した観光スポットや人気アニメ
のロケ参考地を巡り、遊覧船では透明度25ｍの美しい海や、リアス式海岸のダイ
ナミックな地形を楽しめます。

別紙２

滋賀県
(大津市)

兵庫県
（丹波市）

京都府
(京都市)

奈良県
(奈良市)

7

5

鳥取県
(岩美郡)

島根県
(安来市)

1

2

3

4

5
岡山県
(備前市)

Ｈ31年ＧＷ　西得＋１スマートくじキャンペーン賞品一覧表

26



商品画像(イメージ) 開催場所 商品名（上段）／紹介（下段）

別紙２

Ｈ31年ＧＷ　西得＋１スマートくじキャンペーン賞品一覧表

本場の讃岐うどん打ち体験プラン《2名１組様》

本場讃岐の本格手打ちうどんの作り方を、楽しく学んで体験できます。粉練りか
ら、足踏み、麺棒を使ってののばしなど、本場だからこそ学べる魅力がたくさん詰
まっています。完成後はお楽しみの試食タイムがあり、おいしい思い出がつくれま
す。

イルカマリンワールド　イルカウォッチングプラン《2名１組様》

自然豊かな天草五和町の沖合の海域は魚類の宝庫となっており、これを餌に野
生のイルカ（ミナミハンドウイルカ）が生息しているため、高確率でイルカを見ること
ができます。悠々と泳ぐ野生のイルカ達の姿が見れる感動体験です。

オリジナルのグラス作り！吹きガラス体験プラン《2名１組様》

グラスづくりの基本の吹きガラス体験。加熱して高温になったガラスに息を吹き込
み、自分だけのオリジナルグラスがつくれます。高温のガラスを扱いますが、職人
さんがサポートするので安心して体験できます。
※当日は汚れても良い服装でお越しください。
※完成したグラスは約10日後にお届け予定。

気軽にできる！有田・陶芸　らく焼への絵付け体験プラン《2名１組様》

素焼きの器への絵付けを体験。日常使いに最適な、飲み口が広がったマグカップ
に絵付けを行います。絵付けに使うのは、工房で実際に使用している藍色の絵の
具。こだわりの絵の具は、一色でも濃淡をつけることで、さまざまな表現が可能で
す。ご自分だけのオリジナルのらく焼をつくれます。

世界農業遺産認定の地を散策！フットパス宮の原プラン《2名１組様》

ありのままの田舎風景を楽しめる小道（フットパス）を歩く、世界農業遺産認定の
高千穂郷・椎葉山地域を巡るハイキングプラン。「～しだれ桜の里～」をテーマに、
五ヶ瀬町宮の原地区を歩き、地域で生まれ育った地元ガイドとともに5kmほどの散
策コースを楽しめます。歴史・文化・自然を満喫することができるプランです。

宮崎県
(西臼杵郡
五ヶ瀬町)

12

鹿児島県
(霧島市)

11
佐賀県
(有田町)

10

9
熊本県
(天草市)

8
香川県
(高松市)
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別紙３

No イメージ画像 産地 商品名 商品説明 内容量

1 京都府
「京都吉祥庵」抹茶レア
チーズケーキとプリン詰
合せ

創業昭和九年の「京都吉祥庵」。表面に濃厚な抹茶ソースを
かけ、アクセントに小豆甘納豆をトッピングした宇治抹茶レア
チーズケーキと宇治抹茶プリン、国産きな粉プリンを詰合せ
ました。

抹茶レアチーズケーキ：1
個
宇治抹茶プリン：2個
きな粉プリン：2個

2 岡山県
マスカット・オブ・アレキサ
ンドリア

マスカットは、宝石のような黄緑色で格調と気品を備えた芸
術ブドウと呼ばれています。大粒の実は甘く引き締まり、強
い香りがあります。

約1kg（2房）

3 徳島県
徳島県産　JAあぐりあな
んハウスみかん

徳島産のハウスみかんの特徴は、皮が薄く、糖度が高いの
が特徴です。ハウス栽培のため、温度や水分をコントロール
しながら育てます。露地栽培のみかんに比べやや小玉です
が、糖度が高く酸味が適度なため、おいしいと評価の高いみ
かんです。 贈答用として人気が高く、光センサーによる選別
をしていますので、甘さはバッチリです！ 気温が高い時期に
は冷蔵庫で冷やして食べるのがおすすめ！

約1.2kg　12-15玉

4 宮崎県 アップルマンゴー
樹上で熟してから収穫することで、独特の甘さと濃厚な食
味、香りをもつマンゴーです。ハウスの中で徹底した温度管
理、水管理を行ない栽培しています。

320g×2個

Ｈ31年ＧＷ　西得＋１スマートくじキャンペーン賞品一覧表
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別紙４

道路名 箇所数

名神高速道路 13箇所 黒丸ＰＡ(上) 黒丸ＰＡ(下) 菩提寺ＰＡ(上) 菩提寺ＰＡ(下) 草津ＰＡ(上) 草津ＰＡ(下) 大津ＳＡ（上）1F

大津ＳＡ（上）2F 大津ＳＡ（下） 桂川ＰＡ(上) 桂川ＰＡ(下) 吹田ＳＡ(上) 吹田ＳＡ(下)

新名神高速道路 1箇所 宝塚北SA

西名阪自動車道 4箇所 香芝ＳＡ(上) 香芝SA(下） 天理ＰＡ(上) 天理ＰＡ(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)

第二神明道路 3箇所 名谷ＰＡ(上) 明石ＳＡ(上) 明石ＳＡ(下)

姫路バイパス 2箇所 別所ＰＡ(上) 別所ＰＡ(下)

舞鶴若狭自動車道 4箇所 六人部ＰＡ(上) 六人部ＰＡ(下) 西紀ＳＡ(上) 西紀ＳＡ(下)

中国自動車道 29箇所 西宮名塩ＳＡ(上) 西宮名塩ＳＡ(下) 赤松ＰＡ(上) 赤松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加西ＳＡ(上) 加西ＳＡ(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) 鹿野ＳＡ(上) 鹿野ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下) 王司ＰＡ（上）

王司ＰＡ（下）

山陽自動車道 31箇所 淡河ＰＡ(上) 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)

龍野西ＳＡ(上) 龍野西ＳＡ(下) 福石ＰＡ(上) 福石ＰＡ(下) 瀬戸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)

岡山自動車道 2箇所 高梁ＳＡ(上) 高梁ＳＡ(下)

米子自動車道 3箇所 大山ＰＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(上) 蒜山高原ＳＡ(下)

広島自動車道 2箇所 久地ＰＡ(上) 久地ＰＡ(下)

浜田自動車道 1箇所 寒曳山ＰＡ（上）

高松自動車道 3箇所 府中湖ＰＡ（下） 豊浜ＳＡ(上） 豊浜ＳＡ(下）

松山自動車道 4箇所 石鎚山ＳＡ(上） 石鎚山ＳＡ(下） 伊予灘ＳＡ（上） 伊予灘ＳＡ（下）

高知自動車道 4箇所 馬立ＰＡ（上） 立川ＰＡ（下） 南国ＳＡ(上） 南国ＳＡ(下）

徳島自動車道 3箇所 上板ＳＡ(上） 上板ＳＡ(下） 吉野川ＳＡ（上）

九州自動車道 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)

長崎自動車道 8箇所 金立ＳＡ（上） 金立ＳＡ（下） 多久西ＰＡ（上） 多久西ＰＡ（下） 川登ＳＡ（上） 川登ＳＡ（下） 大村湾ＰＡ（上）

大村湾ＰＡ（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 4箇所 霧島ＳＡ(上) 霧島ＳＡ(下) 山之口ＳＡ(上) 山之口ＳＡ(下)

関門自動車道 2箇所 めかりＰＡ(上） 壇之浦ＰＡ(下）

沖縄自動車道 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。

WAONポイントアップキャンペーンの対象店舗（１５８箇所）

エリア名
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