
道路名 箇所数
名神高速道路 11 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） 桂川ＰＡ（上）

桂川ＰＡ（下） 吹田ＳＡ（上） 吹田ＳＡ（下）
新名神高速道路 2 箇所 茨木千提寺ＰＡ（上） 茨木千提寺ＰＡ（下）
西名阪自動車道 3 箇所 香芝ＳＡ（下） 天理ＰＡ（上） 天理ＰＡ（下）
近畿自動車道 2 箇所 東大阪ＰＡ（下） 八尾ＰＡ（上）
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）
第二京阪道路 2 箇所 京田辺ＰＡ（上） 京田辺ＰＡ（下）

舞鶴若狭自動車道 10 箇所 西紀ＳＡ（上） 西紀ＳＡ（下）※ 上荒川ＰＡ（上） 上荒川ＰＡ（下） 綾部ＰＡ（上） 綾部ＰＡ（下） 舞鶴ＰＡ（上） 舞鶴ＰＡ（下）
加斗ＰＡ（上） 加斗ＰＡ（下）

京都縦貫自動車道 2 箇所 南丹ＰＡ（上） 南丹ＰＡ（下）
第二新明道路 1 箇所 名谷ＰＡ（上）
中国自動車道 46 箇所 西宮名塩ＳＡ（上） 西宮名塩ＳＡ（下）※ 赤松ＰＡ（上） 社ＰＡ（下） 加西ＳＡ（上） 加西ＳＡ（下） 揖保川ＰＡ（上） 揖保川ＰＡ（下）

七塚原ＳＡ（上）※ 七塚原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）※
王司ＰＡ（上） 王司ＰＡ（下） 帝釈峡ＰＡ（上） 帝釈峡ＰＡ（下） 湯田ＰＡ（上） 湯田ＰＡ（下） 伊佐ＰＡ（上） 伊佐ＰＡ（下）
神郷ＰＡ（上） 神郷ＰＡ（下） 本村ＰＡ（上） 本村ＰＡ（下） 筒賀ＰＡ（上） 筒賀ＰＡ（下） 深谷ＰＡ（上） 深谷ＰＡ（下）
朝倉ＰＡ（上） 朝倉ＰＡ（下） 荷卸峠ＰＡ（上） 荷卸峠ＰＡ（下） 勝央ＳＡ（上） 勝央ＳＡ（下） 大佐ＳＡ（上）※ 大佐ＳＡ（下）※
楢原ＰＡ（上） 楢原ＰＡ（下） 二宮ＰＡ（上） 二宮ＰＡ（下） 美作追分ＰＡ（上） 美作追分ＰＡ（下）

山陽自動車道 36 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） 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） 富海ＰＡ（上） 富海ＰＡ（下） 周防灘ＰＡ（上）
周防灘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） 篠坂ＰＡ（上） 篠坂ＰＡ（下）

岡山自動車道 4 箇所 高梁ＳＡ（上） 高梁ＳＡ（下） 総社ＰＡ（上） 総社ＰＡ（下）
米子自動車道 5 箇所 蒜山高原ＳＡ（上） 蒜山高原ＳＡ（下） 上野ＰＡ（上） 上野ＰＡ（下） 大山ＰＡ（下）
松江自動車道 2 箇所 加茂岩倉ＰＡ（上） 加茂岩倉ＰＡ（下）
浜田自動車道 3 箇所 寒曳山ＰＡ（下） 金城ＰＡ（上） 金城ＰＡ（下）
広島自動車道 2 箇所 久地ＰＡ（上） 久地ＰＡ（下）
広島呉道路 1 箇所 坂ＰＡ（上）

高松自動車道 7 箇所 府中湖ＰＡ（下） 豊浜ＳＡ（上） 豊浜ＳＡ（下）※ 鳴門西ＰＡ（上） 鳴門西ＰＡ（下） 高瀬ＰＡ（上） 高瀬ＰＡ（下）
松山自動車道 8 箇所 石鎚山ＳＡ（上） 石鎚山ＳＡ（下） 上分ＰＡ（上） 上分ＰＡ（下） 桜三里ＰＡ（上） 桜三里ＰＡ（下） 内子ＰＡ（上） 内子ＰＡ（下）
高知自動車道 6 箇所 馬立ＰＡ（上） 立川ＰＡ（下） 南国ＳＡ（上） 南国ＳＡ（下） 土佐ＰＡ（上） 土佐ＰＡ（下）
徳島自動車道 7 箇所 吉野川ＳＡ（上） 阿波ＰＡ（上） 阿波ＰＡ（下） 池田ＰＡ（上） 池田ＰＡ（下） 松茂ＰＡ（上） 松茂ＰＡ（下）
九州自動車道 28 箇所 吉志ＰＡ（上） 吉志ＰＡ（下） 古賀ＳＡ（上） 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）※ 宮原ＳＡ（上） 宮原ＳＡ（下） 山江ＳＡ（上）
山江ＳＡ（下） えびのＰＡ（上） えびのＰＡ（下） 桜島ＳＡ（上） 桜島ＳＡ（下） 託麻ＰＡ（上） 託麻ＰＡ（下） 坂本ＰＡ（上）
坂本ＰＡ（下） 吉松ＰＡ（上） 吉松ＰＡ（下） 溝辺ＰＡ（下）

長崎自動車道 12 箇所 大村湾ＰＡ（上） 大村湾ＰＡ（下） 川登ＳＡ（上） 川登ＳＡ（下） 多久西ＰＡ（上） 多久西ＰＡ（下） 金立ＳＡ（上） 金立ＳＡ（下）
小城ＰＡ（上） 小城ＰＡ（下） 山浦ＰＡ（上） 山浦ＰＡ（下）

大分自動車道 9 箇所 山田ＳＡ（下） 井上ＰＡ（上） 大刀洗ＰＡ（下） 萩尾ＰＡ（上） 萩尾ＰＡ（下） 水分ＰＡ（上） 水分ＰＡ（下） 由布岳ＰＡ（上）
由布岳ＰＡ（下）

宮崎自動車道 6 箇所 霧島ＳＡ（上） 霧島ＳＡ（下） 日向高崎ＰＡ（上） 日向高崎ＰＡ（下） 清武ＰＡ（上） 清武ＰＡ（下）
東九州自動車道 10 箇所 大分松岡ＰＡ（上） 大分松岡ＰＡ（下） 今川ＰＡ（上） 今川ＰＡ（下） 上毛ＰＡ（上） 上毛ＰＡ（下） 宮崎ＰＡ（上） 宮崎ＰＡ（下）

国分ＰＡ（上） 国分ＰＡ（下）
南九州西回り自動車道 2 箇所 美山ＰＡ（上） 美山ＰＡ（下）

関門自動車道 2 箇所 壇之浦ＰＡ（下） めかりＰＡ（上）
関門国道人道トンネル 1 箇所 下関ＰＡ

飲料自動販売機でnanacoを使っておトク！！ポイント2倍キャンペーン　対象エリア一覧(234箇所)

対象エリア名

※印のついたエリアでは、案内ＰＯＰが付いたカップ式飲料自動販売機のみが対象となりますのでご了承ください。


