
平成 30年 4月 5日 

西日本高速道路株式会社 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

報 道 関 係 各 位 

E3 九州自動車道 古賀サービスエリア（下り線）リニューアルオープン！ 
～高速道路で初登場が目白押し！～ 

ＮＥＸＣＯ西日本九州支社（福岡市博多区、支社長：廣
ひろ

畑
はた

 浩司
こ う じ

）と西日本高速道路サービス・ホールディングス

株式会社九州支社（福岡市博多区、支社長：田島
た し ま

 克宣
かつのぶ

）は、E3 九州自動車道 古賀サービスエリア（ＳＡ）（下り

線：福岡・熊本方面）の店舗を平成 30年 4月 20 日（金）にリニューアルオープンします。 

天然とんこつラーメン専門店「一蘭」が高速道路で初登場、「タリーズコーヒー」が九州の高速道路で初登場する

ほか、ショッピングコーナーでは、高速道路で初めて販売される「ひよ子」の新しいサブレー「ＤＯＵＸ Ｄ’ＡＭＯＵＲ」

（ドゥ・ダムール）や、地元古賀市のブランド認定商品（「焦がしタコ」）といったご当地商品を数多く取りそろえ、楽しく

快適にお食事・お買い物をお楽しみいただけるように演出します。 

また、バリアフリー化を進めたほか、ウェルカムゲートの運用を再開して、周辺からのお客さまのご利用もお待ち

しております。 

（リニューアル前）                            （リニューアル後）

（天然とんこつラーメン専門店「一蘭」のラーメン）               （「タリーズコーヒー」のドリンク） 



（別紙） 

1. リニューアルオープン日時 

平成 30年 4月 20日（金） 8 時 00 分 

2. リニューアル概要 

(1) 店舗 

店舗面積が約 1.5 倍に広がります。 改良前 約 1,199 ㎡⇒改良後 約 1,761 ㎡ 

  （店舗内配置） 

①専門店・カフェ 

店舗名 

営業時間 
特色 

天然とんこつ 

ラーメン専門店 

一蘭 

7：00～22：00 

高速道路初登場！！ 

天然とんこつラーメン専門店。海外にも進出するなど福岡のみならず日本を代表する人気

ラーメン店。フードコートでもお召し上がりになれます。 

（客席）約61㎡ / 26席 

カフェ 

タリーズコーヒー 

7：00～20：00 

九州の高速道路初登場！！ 

一杯一杯手作りの本物のコーヒーの味とくつろぎをご提供します。 

（客席）約39㎡ / 22席 



②フードコート （客席 ： 180 席） ※画像はイメージです 

客席面積が約 1.3 倍に広がります。 改良前 約 192㎡⇒改良後 約 254㎡ 

店舗名 

営業時間 
特色 

釜揚げうどん 

峠
とうげ

庵
あん

24 時間営業 

一押し商品は釜揚げうどん。麺はやわらかな食感にもコシもちの良さを併せ持つ福岡産

小麦 100％のうどん用小麦粉「筑紫こがね」を採用し、スープは上品ですっきりとした甘

味と旨みのある「あごだし」を使用した、麺・スープともに九州・福岡のうどんがご堪能いた

だけます。 

また、福岡うどんの代名詞「ごぼう天うどん」などの

メニューも充実しています。 

（主なメニュー）釜揚げうどん、九州ゴボ天うどん、 

博多玄海漁師天うどん 

ご飯屋 

四季
し き

彩
さい

10：00～22：00 

地元福岡の食材、“海の幸”“山の幸”をふんだんに使用した定食や丼ぶりを提供しま

す。 

（主なメニュー）九州ごまサバ丼、むなかた鶏の親子丼、 

糸島豚のソースかつ丼 

焼麺屋 

峠キッチン 

10：00～22：00 

古賀ＳＡ（下り線）名物「博多とんこつ鉄板焼きラーメン」の進化系「ピリ辛もつ味噌鉄

板焼きラーメン」が新登場。また、こだわりの特製ちゃんぽん、白味（鶏白湯）のほか

赤味（辛みそ）・黒味（マー油）もお楽しみいただけ

ます。炒飯や餃子のサイドメニューも充実していま

す。 

（主なメニュー）博多とんこつ鉄板焼きラーメン、 

ピリ辛もつ味噌鉄板焼きラーメン、 

ちゃんぽん白味（鶏白湯） 

九州ごまサバ丼

釜揚げうどん

ピリ辛もつ味噌鉄板焼きラーメン



③テイクアウト 

店舗名 

営業時間 
特色 

テイクアウト 

峠の茶屋 

8：00～18：00 

峠の茶屋をイメージした店づくりで、地元の名物や名産品を使ったメニューをご提供しま

す。「焼き物」、「揚げ物」、「練り物」、「甘味」の 4 つのブースで、食欲をかきたてられる

商品にご期待ください。 

（主なメニュー）むなかた鶏串、国産鶏の炭火焼、宗像牛コロッケ、かんぼこ各種、 

クレミアチョコ 

④ショッピングコーナー（営業時間 ： 24 時間） ※画像はイメージです 

売場面積が約 2.4 倍に広がります。 改良前 約 116㎡⇒改良後 約 273㎡ 

むなかた鶏串 宗像牛コロッケ 

かんぼこ各種 クレミアチョコ 



（高速道路初登場の商品） 

○ＤＯＵＸ Ｄ’ＡＭＯＵＲ（ドゥ・ダム―ル） 

・・・100％生乳から作られたフレッシュバターの香りがおいしさを引き出した、「ひよ子」の

新しいサブレー。 

       オーストリア菓子職人の最高のパフォーマンスから生まれました。サクサクっとした食

感にバターの風味が香るサブレーはそのままに、ストロベリー、チェリー、キャラメルオ

レンジ、ブラックセサミ、ピスタチオの 5種類のフレーバーをトッピングした逸品です。 

○「かやしな」のいちじくバターサンド 

・・・「ひよ子」の新ブランド「Ｆｒａｕ Ａｔｓｕｋｏ Ｋａｙａｓｈｉｎａ（フラウアツコ かやしな）」。 

生きるを養うお菓子＝菓養（かやしな）がコンセプトのお菓子には、添加物をなるべく 

使わずに体に安全な原材料を使用しています。 

古賀ＳＡ（下り線）リニューアルオープンに合わせ、新商品「いちじくバターサンド」を高 

速道路で初めて販売します。 

○カイセイ 焦がしタコ 

・・・古賀ＳＡ（下り線）の地元、“古賀市”のブランド認定商品「焦がしタコ」。 

表面を適度に焦がし、香ばしい風味に仕上げました。工場直送商品で、工場直売所

以外では古賀ＳＡ（下り線）のみの販売です。 

⑤インフォメーション 

   （営業時間）   平日   8 時 00 分～18時 00 分 

土日祝 7 時 00分～19時 00 分 

⑥多目的スペース 

   地域の観光ＰＲや物販イベントなど、地域のニーズに応じた様々な用途に活用

可能な約 20㎡のスペースを設置しました。 

各地域のニーズによる観光イベント等を実施してまいります。

(2) お手洗い 

   エリア内にお手洗いを 2箇所設置して、駐車場からお手洗いまでの移動距離を短くしています。 

   女性用お手洗いの一部にプライベート感を重視したパウダールームを設けました。 

小さなお子さまが安心してご利用いただけるファミリートイレを設けました。 

・・・（メイントイレ） 男性用） [小]：12 基、[大]：12 基 

                    女性用） 30 基 

                    多目的） 2 基 

               ファミリートイレ） 1 基 

      （サブトイレ）  男性用） [小]：6 基、[大]：6 基 

                    女性用） 16 基 

                    多目的） 1 基 

多目的スペースのイメージ（美東ＳＡ） 

ＤＯＵＸ Ｄ’ＡＭＯＵＲ 

（ドゥ・ダム―ル）

焦がしタコ

パウダールームのイメージ（美東ＳＡ） 



(3) 駐車場 

    ・・・現在：小型 176台、大型 24 台、バス 7台、トレーラー 5台、身障者 4 台、二輪車 8台 

       ※平成 30年秋頃に駐車場の改良工事を行います。 

工事期間中は駐車位置や通行帯を数回にわたり変更します。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。 

(4) ウェルカムゲート 

   リニューアル工事期間中に閉鎖していたウェルカムゲートは、 

平成 30年 4月 20日（金）8 時 00分からご利用になれます。 

ウェルカムゲートは 24 時間利用可能です。 

・・・ウェルカムゲートをご利用の方向け駐車場：14台 

3. オープニングサービス・イベント 

  リニューアルオープンにあたり、ご来店のお客さまへの特別なサービスやイベントを期間限定でご用意しております。 

(1)4 月 20日（金）及び 21日（土）には、オープン記念として以下のサービスを予定しております。 

  [4 月 20 日（金）8時 00分～] 

   ①プレゼント企画 

     ○ご来店のお客さま先着 200人に、花の鉢植え及びオリジナルウェットティッシュをプレゼントします。 

     ○ご来店のお客さま先着 500人に、左衛門のノベルティグッズをプレゼントします。 

     ○ご来店のお客さま先着 100人に、二鶴堂のノベルティグッズをプレゼントします。 

     ○天然とんこつラーメン専門店「一蘭」をご利用のお客さま先着500人に、ノベルティグッズをプレゼントします。 

     ○タリーズコーヒーをご利用のお客さま先着 100人に、ノベルティ（ミニテディ）グッズをプレゼントします。 

     ○ショッピングコーナーにてお買上げのお客さまに、レジでオリジナルプリントクッキーをプレゼントします。 

（先着 1,000人） 

   ②限定販売（ショッピングコーナー） 

     ○石村萬盛堂のグランドオープン記念お買い得袋を販売します。（先着 50袋） 

     ○海千明太子のお買い得パックを販売します。（先着 50袋） 

     ○ひよ子のお買い得パックを販売します。（先着 50袋） 

[4 月 21 日（土）9 時 00分～] 

   ①プレゼント企画 

     ○ご来店のお客さま先着 300人に、花の鉢植え及びオリジナルウェットティッシュをプレゼントします。 

     ○ご来店のお客さま先着 500人に、左衛門のノベルティグッズをプレゼントします。 

     ○ご来店のお客さま先着 100人に、二鶴堂のノベルティグッズをプレゼントします。 

     ○天然とんこつラーメン専門店「一蘭」をご利用のお客さま先着500人に、ノベルティグッズをプレゼントします。 

     ○タリーズコーヒーをご利用のお客さま先着 100人に、ノベルティ（ミニテディ）グッズをプレゼントします。 

ウェルカムゲートのイメージ（金立ＳＡ） 



(2)4 月 20日（金）及び 21日（土）には、オープン記念として以下のイベントを予定しております。 

  [4 月 20 日（金）] 

○地元の幼稚園や保育園の園児による歌の披露 

光明幼稚園（福津市） 11 時 00 分～   めぐみ保育園（古賀市） 14 時 00分～ 

○福岡を中心に活躍するギタリストとボーカリスト“ＭＩＹＵＫＩ＆ＲＹＵＴＯ”のジャズコンサート 

   （2 回公演） 11 時 15分～ 、 14時 15 分～ 

[4 月 21 日（土）] 

○地元に所在する創作太鼓“太鼓原人”の演奏 

   （2 回公演） 11 時 00分～ 、 14時 00 分～ 

○地元を拠点に活躍する人気のフラチーム“アロハダンスアカデミー”のダンス披露 

   （2 回公演） 11 時 30分～ 、 14時 30 分～ 

4. 仮設店舗・お手洗いの撤去工事 

 古賀ＳＡ（下り線）リニューアルオープン後も仮設店舗及びお手洗いの撤去工事を引き続き実施してまいりますので、

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。 

5. 報道関係の皆さまへ 

報道関係の皆さまを対象とした内覧会（プレオープン）を次の日時に開催します。 

   ・平成 30年 4月 18日（水） 11 時 00～14時 00 分 

※内覧会の詳細は西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社より別途お知らせします。多くの皆さま

のお越しをお待ちしています。


