
 

 
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４年７月８日（金）から令和４年１１月３０日（水） 

※ただし、令和４年８月１０日（水）から令和４年８月１６日（火）は除く。 

 

２ 対象者 「ぶらり中国ドライブパス2022」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2022」をお申込みいただき、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）を進呈します。 

※他の割引券との併用はできません。 

※有効期限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。また、一度のお買い物で、複数会計に分けて精算することはご遠慮くだ

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・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 

【四国地区】津田の松原ＳＡ上下線 

【九州地区】川南ＰＡ上下線 

※１ 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。 

※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、はがき等の金券類、た

ばこ及び新聞・雑誌など法律で割引販売が禁止されている商品、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 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

ございます。 

 

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ホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間  
（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） 

レストランご利用のお客さまにホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。4 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間：11：00～21：00 
※20：30 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」にて餃子単品 50 円割引 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間：24 時間営業 

E2 山陽自動車道 
福山 SA（下り線） 

スイーツコーナーにてコーヒー50 円割引サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。2 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
07：00～19：00 

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 1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間 
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） 
 

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杯無料券進呈（キーズカフェ営業時間に限る） 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間（キーズカフェ） 
8：00～20：00 

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ホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間 
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ホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。2 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
（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 
【注文時にクーポンをご提示ください。４名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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ホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。2 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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へ変更無料 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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ホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。4 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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ホットコーヒー1 杯サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。4 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
11:00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E2A 中国自動車道 
真庭 PA（上り線） 

カウンターコーヒーご購入で 50 円割引サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
8：00～20：00 

E2A 中国自動車道 
真庭 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 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間 
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 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間 
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） 

ショッピングコーナーにて 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１杯サービス（ホットのみ） 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
7：00～21：00 

E2A 中国自動車道 
七塚原 SA（下り線） 

ショッピングコーナーにて 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１杯サービス（ホットのみ） 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
7：00～21：00 

E2A 中国自動車道 
本郷 PA（上り線） 

スナックコーナーにてお食事されたお客さまにカウンターコーヒー
50 円割引サービス（ホットのみ） 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
8：00～19：00 

E2A 中国自動車道 
本郷 PA（下り線） 

スナックコーナーにてお食事されたお客さまにカウンターコーヒー
50 円割引サービス（ホットのみ） 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
8：00～19：00 

E2A 中国自動車道 
安佐 SA（上り線） 

スナックコーナーにてお食事されたお客さまに缶コーヒー無料サ
ービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間：24 時間営業 

E2A 中国自動車道 
安佐 SA（下り線） 

スナックコーナーにてお食事されたお客さまに缶コーヒー無料サ
ービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間：24 時間営業 

E2A 中国自動車道 
鹿野 SA（上り線） 

ショッピングコーナーにて 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１杯サービス 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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１杯サービス 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
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 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間：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杯無料券進呈（キーズカフェ営業時間に限る） 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】 

営業時間（キーズカフェ） 
9：00～17：00 

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「牧場のパン屋」のソフトクリーム全
品 100 割引サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。1 グループのみご利用いた
だけます。】 

営業時間 
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） 

カフェコーナーにてコーヒー50 円割引サービス 
【注文時にクーポンをご提示ください。2 名様までご利用いただけ
ます。】 

営業時間 
9：00～17：00 

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お買い上げのお客さまに「どじょう掬いま
んじゅう」１個プレゼント 
【精算時にクーポンをご提示ください。1 名様のみご利用いただけ
ます。】  

営業時間 
8：00～20：00 


