
【特典情報】
西日本観光周遊ドライブパス＜四国＞をご利用のお客さま限定！
NEXCO西日本およびJB本四高速のSA・PAで使えるおトクなクーポンを進呈します！

【内容】
NEXCO西日本管内のSA・PAで税込1,000円以上のお食事・お買い物をされた場合に

ご利用いただける100円割引クーポンを進呈いたします。
※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、対象外とさせていただきます。
※スターバックス、マクドナルドなどの専門店、コンビニエンスストア及び給油所は対象施設から除きます。

また自動販売機、レストラン・スナックコーナーの券売機、店内一部施設ではご利用いただけません。
詳しくは、お使いいただく店舗のスタッフにお問い合わせください。

【ご利用方法】
西日本観光周遊ドライブパス＜四国＞をお申し込みいただき、お申し込み完了時に送信され

るメール記載のURLからクーポンをお持ちの端末に表示し、対象のSA・PAでご提示いただいた
場合に割引を実施します。
※他の割引券との併用はできません。
※有効期間内は何度でも使用可能です。
※1会計で1回しか使用できません。

【対象施設】
NEXCO西日本管内のSA・PA
※以下のSA・PAは対象外です。対象施設は別紙1をご確認ください。

※本州四国連絡高速道路株式会社や中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社など、他会
社管内のSA・PAは対象外です。

※利用可能な箇所においても営業時間外や店舗の事情によりご利用できない場合があります。

【関西地区】甲南PA上下線、印南SA上下線、吉備湯浅PA上下線
【中国地区】宍道湖SA上下線、江の川PA上下線、寒曳山PA上線
【四国地区】津田の松原SA上下線
【九州地区】川南PA上下線

①ドライブパス
に申し込む

②登録完了メールに
記載のURLからクーポン
券面データを端末画面

に表示する

③SA・PA会計時に
クーポン画面を提示する

④スタッフがクーポン画
面を確認・バーコード
読み取りを実施します

【有効期限】
西日本観光周遊ドライブパス＜四国＞を申し込まれた利用期間内、何度でもご利用いただ

けます。
※券面に有効期限・申込番号が印字されます。

クーポン① NEXCO西日本SA・PA 100円割引クーポン



【内容】
JB本四高速管内のSA・PAのレストランまたは売店で、一定額以上のお食事・お買い物をさ

れた場合にお得な特典サービスが受けられるクーポンを進呈いたします。
※各施設で受けられる特典の内容は別紙２をご確認ください。

【ご利用方法】
西日本観光周遊ドライブパス＜四国＞をお申し込みいただき、お申し込み完了時に送信され

るメール記載のURLからお使いになるSA・PAのクーポンをお持ちの端末に表示し、対象のSA・
PAでご提示いただいた場合に特典が受けられます。
※他の割引券との併用はできません。
※有効期間内は何度でも使用可能です。
※1会計で1回しか使用できません。

【対象施設及び特典内容】
JB本四高速管内のSA・PA
※対象施設は別紙２をご確認ください。
※西日本高速道路株式会社や中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社など、他会社管内の

SA・PAは対象外です。
※利用可能な箇所においても営業時間外や店舗の事情によりご利用できない場合があります。

①ドライブパス
に申し込む

②登録完了メールに
記載のURLからクーポン
券面データを端末画面

に表示する

③SA・PA会計時に
クーポン画面を提示する

④スタッフがクーポン画面を
確認します

【有効期限】
西日本観光周遊ドライブパス＜四国＞を申し込まれた利用期間内、何度でもご利用いただ

けます。
※券面に有効期限・申込番号が印字されます。

クーポン② JB本四高速SA・PA 特典クーポン



道路名 箇所数

名神高速道路 12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） 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集約

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 31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)

王司ＰＡ（上） 王司ＰＡ（下） 安富PA(上) 安富PA(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)

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)

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）

※券売機、ガソリンスタンド、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。
※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、クーポンご利用の対象外とさせていただきます
※税込1,000円以上のお買い物、お食事の際にご利用できます。
※他の割引券やクーポンとの併用はできません。
※1会計につき、1回しかご利用いただけません。

クーポン利用可能箇所（155箇所）

エリア名

別紙①別紙１



特典内容 営業時間

淡路SA（上） レストランロイヤルで1,000円以上（税込）
お食事されたお客様にコーヒー1杯サービス

営業時間（レストランロイヤル）
（平日）8：00～21：00
（土・日・祝）7：00～22：00

淡路SA（下） レストランロイヤルで1,000円以上（税込）
お食事されたお客様にコーヒー1杯サービス

営業時間（レストランロイヤル）
7：00～21：00

淡路島南PA（上） 売店で2,000円以上（税込）お買い物された
お客様に「淡路特産玉葱パイ」（１個）プレゼント

営業時間（売店）
（平日）8：00～21：00
（土・日・祝）8：00～22：00

淡路島南PA（下） 売店で2,000円以上（税込）お買い物された
お客様に「淡路特産玉葱パイ」（１個）プレゼント

営業時間（売店）
（平日）7：30～20：30
（土・日・祝）7：30～21：00

鴻ノ池SA（上） 売店で1,000円以上（税込）お買い物された
お客様にコーヒー（セルフ）1杯サービス

営業時間（売店）
（平日）7：00～21：00
（土・日・祝）7：00～21：30

鴻ノ池SA（下） 売店で1,000円以上（税込）お買い物された
お客様にコーヒー（セルフ）1杯サービス

営業時間（売店）
（平日）7：00～21：00
（土・日・祝）7：00～21：30

与島PA 売店で2,000円以上（税込）お買い物された
お客様に「生うどん」（一人前）プレゼント

営業時間（売店）
（平日）8：00～21：00
（土・日・祝）7：30～21：30

大浜PA（上） 売店で1,000円以上（税込）お買い物された
お客様にコーヒー1杯サービス

営業時間（売店）
（平日）8：00～19：30
（土・日・祝）8：00～20：00

大浜PA（下） 売店で1,000円以上（税込）お買い物された
お客様にコーヒー1杯サービス

営業時間（売店）
（平日） 8：00～19：30
（土・日・祝） 7：30～19：30

瀬戸田PA（上） 売店で1,000円以上（税込）お買い物された
お客様にコーヒー1杯サービス

営業時間（売店）
（平日） 8：00～19：00
（土・日・祝） 8：00～19：30

来島海峡SA 売店で1,000円以上（税込）お買い物された
お客様にコーヒー1杯サービス

営業時間（売店）
（平日） 8：00～21：00
（土・日・祝）7：00～22：00

E28 神戸淡路鳴門自
動車道

E30 瀬戸中央自動車
道

E76 西瀬戸自動車道

対象施設

別紙２

クーポン利用可能箇所（１１箇所）
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