
 

 
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 令和元年 7 月 12 日（金）から令和元年 12 月 1 日（日） 

※ただし、令和元年 8 月 9 日（金）から令和元年 8 月 18 日（日）は除く。 

 

２ 対象者 「ぶらり中国ドライブパス2019」をご利用中のお客さま 

 

３ 利用方法 「ぶらり中国ドライブパス2019」をご利用いただき、申込完了時に送信されるメール記載のURLよ

りクーポンを印刷して対象のSA・PAでお渡しいただいた場合に割引等を実施いたします。 

 

４ 特典内容 

①NEXCO西日本管内のSA・PAで利用できるクーポン 

NEXCO西日本管内のSA・PAでお買い物またはお食事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1,000円（税込）以上の場合に100円割引）を5枚進呈します。 

（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 

 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で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 中日本高速道路株式会社、京都府道路公社や兵庫県道路公社等、他会社管内

のSA・PAは対象外です。 

※２ 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、テレフォンカードなどの

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。 

※3 津田の松原SA上下線（株式会社さぬき市SA公社）では、※2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周遊エリア内のSA・PAのレストラン等でおトクな特典 

周遊エリア内のSA・PAでお食事をされた場合にドリンクサービスなどのおトクな特典が受けられるクーポンを進

呈します。 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙２ 



 

（ご利用いただけるSA・PA） 

※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。 

対象施設 特典内容 営業時間 

E2 山陽自動車道 
吉備 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

（平日）11：00～21：00
※20：30 ラストオーダー 
（休日）7：00～22：00 
※21：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
吉備 SA（下り線） 

レストラン「マスカット」ご利用のお客さまにアフターコーヒー1 杯サービス 
【クーポン１枚につき 4 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

10：30～21：30 
※21：00 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
福山 SA（上り線） 

フードコート「大阪王将」にて餃子割引 通常 240 円⇒190 円 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

24 時間営業 

E2 山陽自動車道 
福山 SA（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 
【クーポン１枚につき 2 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
小谷 SA（上り線） 

レストランご利用のお客さまにソフトドリンクサービス 
【クーポン１枚につき本人及び同伴者に有効、注文時にクーポンをお渡
しください】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
小谷 SA（下り線） 

レストランご利用のお客さまにショッピングもしくはベーカリーコーナー 
（7：00～20：00）で使える 200 円割引券１枚と引き換え 
【クーポン１枚につき 4 名様まで、精算時にクーポンをお渡しください】 

（平日）11：00～22：00
（休日）7：00～22：00 
※21：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
宮島 SA（上り線） 

レストランご利用のお客さまにもみじ饅頭プレゼント 
【クーポン１枚につき 2 個まで、精算時にクーポンをお渡しください】 

11：00～21：00  
※20：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
宮島 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

（平日）11：00～21：00
（休日）7：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
下松 SA（上り線） 

レストランご利用のお客さまにコーヒー1 杯サービス 
【クーポン１枚につき４名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
下松 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2 山陽自動車道 
佐波川 SA（上り線） 

レストランご利用のお客さまに味噌汁を貝汁に変更無料 
【本人のみ、注文時にクーポンをお渡しください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
上月 PA（上り線） 

カウンターコーヒーご購入で 50 円割引サービス 
【クーポン１枚につき 1 グループまで、注文時にクーポンをお渡しくださ
い】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
上月 PA（下り線） 

カウンターコーヒーご購入で 50 円割引サービス 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
勝央 SA（上り線） 

レストランご利用のお客さまにワンドリンクサービス 
【クーポン１枚につき 2 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
勝央 SA（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 
【クーポン１枚につき 4 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

7：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
真庭 PA（上り線） 

レジカウンターコーヒー50 円割引サービス 
【クーポン１枚につき 4 名様まで、精算時にクーポンをお渡しください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
真庭 PA（下り線） 

レジカウンターコーヒー50 円割引サービス 
【クーポン１枚につき 4 名様まで、精算時にクーポンをお渡しください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
大佐 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

8：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
大佐 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

8：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 



E2A 中国自動車道 
七塚原 SA（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 
【クーポン１枚につき 2 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

8：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
七塚原 SA（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またはジュース（コーラ・
オレンジ・ジンジャエール）のいずれか 1 杯サービス 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 
もしくは、ショッピングにて 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに
カウンターコーヒー（M）またはソフトクリームのサービス 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、精算時にクーポンをお渡しください】 

7：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
本郷 PA（上り線） 

ショッピングコーナーでレジカウンターコーヒー50 円割引サービス 
【クーポン１枚につき本人のみ有効、精算時にクーポンをお渡しくださ
い】 

8：00～19：00 

E2A 中国自動車道 
本郷 PA（下り線） 

ショッピングコーナーでレジカウンターコーヒー50 円割引サービス 
【クーポン１枚につき本人のみ有効、精算時にクーポンをお渡しくださ
い】 

8：00～19：00 

E2A 中国自動車道 
安佐 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 グループまで、注文時にクーポンをお渡しくださ
い】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
安佐 SA（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 
【クーポン１枚につき 1 グループまで、注文時にクーポンをお渡しくださ
い】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
吉和 SA（上り線） 

ショッピングコーナーで 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまにカ
ウンターコーヒー（ホット M サイズ）1 杯サービス 
【クーポン１枚につき本人含む 2 名様まで、精算時にクーポンをお渡し
ください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
吉和 SA（下り線） 

ショッピングコーナーで 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまにカ
ウンターコーヒー（ホット M サイズ）1 杯サービス 
【クーポン１枚につき本人含む 2 名様まで、精算時にクーポンをお渡し
ください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
鹿野 SA（上り線） 

ショッピングコーナーで 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまにカ
ウンターコーヒー１杯サービス 
【クーポン１枚につき本人含む 2 名様まで、精算時にクーポンをお渡し
ください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
鹿野 SA（下り線） 

ショッピングコーナーで 1,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまにカ
ウンターコーヒー１杯サービス 
【クーポン１枚につき本人含む 2 名様まで、注文時にクーポンをお渡し
ください】 

8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
美東 SA（上り線） 

ショッピングコーナーにて 2,000 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 
【クーポン１枚につき本人含む 2 名様まで、注文時にクーポンをお渡し
ください】 

24 時間営業 

E2Ａ中国自動車道 
美東 SA（下り線） 

ショッピングコーナーで 2,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまにコ
ーヒー１杯無料券進呈 
（キーズカフェ営業時間（9：00～17：00）に使用可能） 
【クーポン１枚につき本人含む 2 名様まで、注文時にクーポンをお渡し
ください】 

24 時間営業 

E73 米子自動車道 
蒜山高原 SA 
（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 
【クーポン１枚につき 5 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

11：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E73 米子自動車道 
蒜山高原 SA 
（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 
【クーポン１枚につき 1 名様まで、注文時にクーポンをお渡しください】 

10：00～20：00 

E73 米子自動車道 
大山 PA（上り線） 

ショッピングコーナーにてカップコーヒー（ホット・アイス）注文のお客さま
にどじょう掬いまんじゅう１個プレゼント 
【クーポン１枚につき本人のみ有効、注文時にクーポンをお渡しくださ
い】  

8：00～20：00 



 

E74 浜田自動車道 
寒曳山 PA（上り線） 

テイクアウトコーナーご利用のお客さまにレジカウンターコーヒー50 円割
引サービス 
【クーポン１枚につき本人のみ有効、精算時にクーポンをお渡しくださ
い】  

（平日）9：00～18：00 
（休日）9：00～19：00 


