
 

別紙①－１ 

■『トコナツ！トクナツ！夏のドライブ応援キャンペーン』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間 2022 年 8 月 5 日（金） ～ 8 月 17 日（水） 

キャンペーン内容 

１． 豪華賞品が当たる！？「夏くじ袋」の販売  

《「夏くじ袋キャンペーン」対象店舗 134 箇所：別紙①－２》 

・「夏くじ袋」は各店舗でおすすめ商品を詰めたお得な福袋です。店舗により 

商品内容・販売価格が異なりますので予めご了承ください。 

   ・袋には全店舗共通の「くじ」がついており、人気ゲーム機などの 

豪華賞品が当たります。 

    

   （賞品内容） 

   ①ゲーム機  ５名様 

   ②フライングライトボール  ６名様 

   ③「熱中症対策」「眠気覚まし」飲料 1 箱  24 名様 

   ④ＮＥＸＣＯ西日本専用ＱＵＯカードＰａｙ500 円分  150 名様 

   ⑤「ＮＥＸＣＯ西日本オンラインショップ」で使用できる 500 円分の 

割引クーポン  200 名様 

    

   ※「夏くじ袋」は各店舗の準備数が無くなり次第、販売終了となります。 

２． 1,500 円以上のお買い物で、100 円レシートクーポンをプレゼント 

《「レシートクーポンキャンペーン」対象店舗：別紙①－３》 

・レシートクーポンは次回のお買い物から利用可能です。 

３． 安心・お得なキャッシュレス決済！  

    d 払い・楽天ペイ・auPAY・WAON・nanaco がポイント 3 倍 

《対象店舗：別紙①－３》 

４． 「熱中症対策」「眠気覚まし」対象飲料が 20 円割引 

    キリンビバレッジ「ソルティライチ」、コカ・コーラ「アクエリアス」、常盤薬品

工業「眠眠打破」などの対象飲料を販売価格（税込）から 20 円割引。 

※対象飲料は店舗によって異なります。 



道路名 箇所数

名神⾼速道路 12箇所 ⿊丸ＰＡ(上) ⿊丸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

⻄名阪⾃動⾞道 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 2箇所 ⻄紀ＳＡ(上) ⻄紀ＳＡ(下)

中国⾃動⾞道 23箇所 ⻄宮名塩ＳＡ(上) ⻄宮名塩ＳＡ(下) ⾚松ＰＡ(上) ⾚松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加⻄ＳＡ(上) 加⻄ＳＡ(下)

王司ＰＡ（上） 王司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) 本郷ＰＡ(上) 本郷ＰＡ(下) ⿅野ＳＡ(上) ⿅野ＳＡ(下)

美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下)

⼭陽⾃動⾞道 26箇所 三⽊ＳＡ(上) 三⽊ＳＡ(下) ⽩⿃ＰＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(下) 福⽯ＰＡ(上) 福⽯ＰＡ(下)

瀬⼾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)

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 18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)

宮原ＳＡ(上) 宮原ＳＡ(下) えびのＰＡ(上) えびのＰＡ(下)

⻑崎⾃動⾞道 8箇所 ⾦⽴ＳＡ（上） ⾦⽴ＳＡ（下） 多久⻄ＰＡ（上） 多久⻄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 0箇所

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）
　※ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、⾃動販売機、バーガー専⾨店、コーヒー専⾨店など⼀部店舗・コーナーはキャンペーンの対象外となります。

　※当キャンペーンの実施箇所は2022年6⽉29⽇時点のもので、今後変更される場合がございます。

2022年度夏季販促の対象店舗
<夏くじ袋キャンペーン（134箇所）>

エリア名

別添①－２



道路名 箇所数
名神⾼速道路 12箇所 ⿊丸ＰＡ(上) ⿊丸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

⻄名阪⾃動⾞道 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) ⻄紀ＳＡ(上) ⻄紀ＳＡ(下)
中国⾃動⾞道 29箇所 ⻄宮名塩ＳＡ(上) ⻄宮名塩ＳＡ(下) ⾚松ＰＡ(上) ⾚松ＰＡ(下) 社ＰＡ(下) 加⻄ＳＡ(上) 加⻄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) ⿅野ＳＡ(上) ⿅野ＳＡ(下) 美東ＳＡ(上) 美東ＳＡ(下) 安佐ＳＡ(上)注１

安佐ＳＡ(下)注１

⼭陽⾃動⾞道 29箇所 三⽊ＳＡ(上) 三⽊ＳＡ(下) 権現湖ＰＡ(上) 権現湖ＰＡ(下) ⽩⿃ＰＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(上) ⿓野⻄ＳＡ(下)

福⽯ＰＡ(上) 福⽯ＰＡ(下) 瀬⼾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)

⻑崎⾃動⾞道 8箇所 ⾦⽴ＳＡ（上） ⾦⽴ＳＡ（下） 多久⻄ＰＡ（上） 多久⻄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）
　注１）　安佐ＳＡ（上）、安佐ＳＡ（下）はレシートクーポンキャンペーンの対象外となります。

　※ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、⾃動販売機、バーガー専⾨店、コーヒー専⾨店など⼀部店舗・コーナーはキャンペーンの対象外となります。

　※各キャンペーンの実施箇所は2022年6⽉29⽇時点のもので、今後変更される場合がございます。

2022年度夏季販促の対象店舗

＜電⼦マネーWAON、nanacoポイント3倍キャンペーン（152箇所）＞

エリア名

<d払い・au PAY・楽天ペイ　ポイント3倍キャンペーン（152箇所）>
<レシートクーポンキャンペーン（150箇所）>

別添①－３



「熱中症対策」「眠気覚まし」の対象飲料が20円割引︕

【対象商品】

＜キリンビバレッジ＞

①世界のkitchenから
ソルティライチ 500mlPET

②ファイア ワンデイブラック 600mlPET

＜コカ・コーラ＞

①アクエリアス 500mlPET
②ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック

500mlPET

＜常盤薬品⼯業＞

①眠眠打破
②激強打破
③強強打破
④眠眠打破（濃抹茶味）

別紙①－４

※記載の商品は対象商品の⼀例です。記載していない商品でも対象となる場合がございます。

※店舗によって、取り扱いのない商品がございますので、店頭の表⽰をご確認下さいますようお願いいたします。


