
サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）の割引・サービス 概要 

 

１ 実施期間 平成３０年６月１１日（月）から平成３０年１２月１６日（日） 

ただし、平成３０年８月１０日（金）から平成３０年８月１６日（木）を除く。 

 

２ 対象者 「四国まるごとドライブパス！2018」をご利用中のお客さま 

 

３ 利用方法    「四国まるごとドライブパス！2018」をご利用いただき、本割引プラン申込完了時に送信さ

れるメールに記載のURLより表示されるクーポンを印刷して、申込者氏名をご記入のうえ、

ご利用時にお渡しください。（※利用可能な店舗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。） 

４ 特典内容   

    【西日本高速道路株式会社管内】 

①西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社が管理する SA・PA及び株式会社さぬき市

SA公社が管理する「高松自動車道 津田の松原SA上下線」でお買い物をされた場合にご利用い

ただけるクーポン（お買い上げ金額税込1,000 円ごとに 100 円割引）を 5 枚進呈いたします。 

 

（実施主体） 西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 及び 

株式会社さぬき市 SA 公社 

 

（ご利用いただける SA・PA） NEXCO 西日本管内の SA・PA 

 

ただし、以下の SA・PA はご利用いただけません。 

【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 

【九州地区】川南 PA 上下線 

※1券売機で販売しているメニュー、自動販売機の商品、宝くじ、テレホンカード等の金券類、はが

き、切手類、専門店、コンビニ及び給油所ではご利用いただけません。 

※2 津田の松原 SA 上下線（株式会社さぬき市 SA 公社）では、※1 に加えて、すき家・あなぶき

家・屋外特設販売コーナーでもご利用いただけません。 

 

      ②西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社が管理するSAでレストラン等をご利用いた 

だいた場合にアフタードリンクやキャッシュバック等の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。特典の内容及びご利用方法は表 1 をご覧ください。 

 

（実施主体）  西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

 

（ご利用いただける SA）   高松自動車道   豊浜 SA 上下線 

                 松山自動車道   石鎚山 SA 上下線 

                 徳島自動車道   上板 SA 上下線 

                 高知自動車道   南国 SA 上下線        計 8 箇所 
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【表 1】 

※ご利用１回につき、１回限りのサービスとさせていただきます。 

サービスエリア名 内容 連絡先・営業時間 

●高松自動車道 

豊浜サービスエリア（上り線） 

レストランご利用のお客さまにアフターコーヒー1 杯サービス 

※注文時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 0875-52-6585 

営業時間（レストラン） 

7：00～22：00 

●高松自動車道 

豊浜サービスエリア（下り線） 

レストランご利用のお客さまに烏龍茶ｏｒオレンジジュース１杯

サービス 

※注文時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 0875-52-3239 

営業時間（レストラン） 

平日 11：00～20：00 

土日祝 10：00～21：00 

●松山自動車道 

石鎚山サービスエリア（上り線）

ベーカリーにて 500 円（税込）以上ご利用のお客さまに 50 円割

引 

※精算時に提出 500 円（税込）以上ご利用のお客さま１名様

に有効 

電話番号 0898-72-6500 

営業時間（ベーカリー） 

7：00～19：00 

●松山自動車道 

石鎚山サービスエリア（下り線）

レストランご利用のお客さまにアフターコーヒー１杯サービス 

※注文時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 0898-72-6450 

営業時間（レストラン） 

11：00～20：00 

●徳島自動車道 

上板サービスエリア（上り線） 

レストランご利用のお客さまにアフタードリンク 1 杯サービス 

※注文時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 088-694-6945 

営業時間（レストラン） 

7:00～21:00 

●徳島自動車道 

上板サービスエリア（下り線） 

スナックコーナーにて鳴門金時ソフト注文時50 円キャッシュバ

ック 

※食券手渡し時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 088-694-6955 

営業時間（スナックコーナー）

7:00～21:00 

●高知自動車道 

南国サービスエリア（上り線） 

レストランご利用のお客さまにアフターコーヒー１杯サービス 

※注文時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 088-866-5701 

営業時間（レストラン） 

7：00～22：00 

●高知自動車道 

南国サービスエリア（下り線） 

スナックコーナーご利用のお客さまに芋けんぴ（小袋）を1袋プ

レゼント 

※食券手渡し時に提出 食事ご利用時１名様に有効 

電話番号 088-866-0005 

営業時間（スナックコーナー）

6：00～21：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【本州四国連絡高速道路株式会社管内】 

本四高速道路の下記 SA・PA でお買い物またはお食事をされた場合にお得な特典があります。 

特典の内容及びご利用方法は表 2 をご覧ください。 

 

（実施主体） 淡路ルートサービス株式会社 

瀬戸大橋総合開発株式会社 

本四バス開発株式会社 

株式会社瀬戸内しまなみリーディング 

 

（ご利用いただける SA・PA）   神戸淡路鳴門自動車道   淡路SA 上下線 

神戸淡路鳴門自動車道   淡路島南 PA 上下線 

瀬戸中央自動車道   鴻ノ池 SA 上下線 

瀬戸中央自動車道   与島 PA（上下集約） 

西瀬戸自動車道   大浜 PA 上下線 

西瀬戸自動車道   瀬戸田 PA 上り線 

西瀬戸自動車道   来島海峡 SA（上下集約）   計 11 箇所 

 

 

【表 2】 

※ご利用１回につき、１回限りのサービスとさせていただきます。 

サービスエリア名 特典内容 連絡先・営業時間 

●神戸淡路鳴門自動車道 

淡路サービスエリア（上り線） 

レストランロイヤルで 1,000 円（税込）以上お食事のお

客さまにコーヒー１杯サービス 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号（レストランロイヤル） 

0799-73-2037 

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 

●神戸淡路鳴門自動車道 

淡路サービスエリア（下り線） 

レストランロイヤルで 1,000 円（税込）以上お食事のお

客さまにコーヒー１杯サービス 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号（レストランロイヤル） 

0799-73-20４7 

営業時間（レストランロイヤル） 

7：00～21：00  

●神戸淡路鳴門自動車道 

淡路島南パーキングエリア（上り線） 

売店で 2,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに

「淡路特産 玉葱パイ」を１個プレゼント 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号 0799-39-1117  

営業時間 

平日 8：00～21：00 

土日祝 8：00～22：00 

●神戸淡路鳴門自動車道 

淡路島南パーキングエリア（下り線） 

売店で 2,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに

「淡路特産 玉葱パイ」を１個プレゼント 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号 0799-39-1150  

営業時間 

平日 7：30～20：30 

土日祝 7：30～21：00 



●瀬戸中央自動車道 

鴻ノ池サービスエリア（上り線） 

ショッピングコーナーで 1,080（税込）円以上お買上げ

のお客さまに「コーヒー（セルフ）１杯サービス」 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号 086-475-0591 

営業時間 

平日 7：00～21：00 

土日祝 7：00～21：30 

●瀬戸中央自動車道 

鴻ノ池サービスエリア（下り線） 

ショッピングコーナーで 1,080 円（税込）以上お買上げ

のお客さまに「コーヒー（セルフ）１杯サービス」 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号 086-475-0592 

営業時間 

平日 7：00～21：00 

土日祝 7：00～21：30 

●瀬戸中央自動車道 

与島パーキングエリア（上下集約） 

ショッピングコーナーで 1,080 円（税込）以上お買上げ

のお客さまに「池上製麺所生讃岐うどん」を１個プレ

ゼント 

※本割引プランのご利用１回につき、１名様のみサー

ビス 

電話番号 0877-43-0226    

営業時間 

平日 8：00～21：00       

土日祝 7：30～21：30 

●西瀬戸自動車道 

大浜パーキングエリア（上り線） 

売店で 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに

コーヒー1 杯サービス 

※本割引プランのご利用1 回につき 1 名様のみサー

ビス 

電話番号  0845-24-1252 

営業時間 (売店・フードコート）  

平日      8：00～19：30 

土日祝  8：00～20：00 

●西瀬戸自動車道 

大浜パーキングエリア（下り線） 

売店で 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに

コーヒー1 杯サービス 

※本割引プランのご利用1 回につき 1 名様のみサー

ビス 

電話番号  0845-24-1202 

営業時間 (売店・フードコート）  

平日      8：00～19：30 

土日祝  7：30～19：30 

●西瀬戸自動車道 

瀬戸田パーキングエリア（上り線） 

売店で 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに

コーヒー1 杯サービス 

※本割引プランのご利用1 回につき 1 名様のみサー

ビス 

電話番号  0845-26-3300 

営業時間 (売店・フードコート）  

平日      8：00～19：00 

土日祝  8：00～19：30 

●西瀬戸自動車道 

来島海峡サービスエリア（上下集約）

売店で 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに

コーヒー1 杯サービス 

※本割引プランのご利用1 回につき 1 名様のみサー

ビス 

電話番号  0898-33-8633 

営業時間 (売店・フードコート）  

平日       9：00～20：00 

土日祝  8：00～20：00         

 

 

 


