
 

 
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 「四国まるごとドライブパス！2019」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！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Ｕ

ＲＬ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 

 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 
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【ご利用いただけるＳＡ・ＰＡ】 

（西日本高速道路株式会社） ※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

E11 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 

営業時間（レストラン）
7：00～21：00 
※20：30 ラストオーダー 

E11 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 

営業時間（レストラン）
平日 11：00～20：00 
土日祝 10：00～21：00 

E11 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 

営業時間（ベーカリー） 
7：00～19：00 

E11 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 

営業時間（レストラン）
11：00～20：00 

E32 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 

営業時間（レストラン）
11:00～15:00 

E32 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 

営業時間（スナックコーナー）
7:00～21:00 

E32 高知自動車道 
南国サービスエリア（上り線） 

ショッピングで 1,000 円（税込）以上ご利用のお客さまに芋け
んぴ（小袋）を 1 袋プレゼント 
※会計時に 1,000 円以上のご利用に有効 

営業時間（ショッピング） 
7：00～22：00 

E32 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 

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） ※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
E28 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 

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 

E28 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 

営業時間（レストランロイヤル） 
7：00～21：00  

E28 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 

営業時間
平日 8：00～21：00 
土日祝 8：00～22：00 

E28 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 

営業時間
平日 7：30～20：30 
土日祝 7：30～21：00 

E30 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で 1,080（税込）円以上お買上げのお客さ
まに「コーヒ（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 

営業時間
平日 7：00～21：00 
土日祝 7：00～21：30 

E30 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で 1,080 円（税込）以上お買上げのお客さ
まに「コーヒ（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 

営業時間
平日 7：00～21：00 
土日祝 7：00～21：30 

E30 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 

営業時間
平日 8：00～21：00 
土日祝 7：30～21：30 

E76 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 

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 

E76 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 

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 

E76 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 

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 



E76 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
坊ちゃん団子（1 本入）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 

営業時間 (売店・フードコート）  
平日 8：00～21：00 
土日祝 7：00～22：00         

 


