平 成 25 年 7 月 25 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
サービス・ホールディングス株式会社

報 道 関 係 各 位

大分自動車道 山田 SA（上り線/福岡方面）リニューアルオープン
リニューアルオープン

ＮＥＸＣＯ西日本 九州支社（福岡市中央区
福岡市中央区、支社長：本間 清輔）及び西日本高速道路
西日本高速道路サービス・ホールデ
ィングス 九州支社（福岡市博多区、支社長
支社長：西村 信三）は、大分自動車道 山田サービスエリア
サービスエリア（SA）（上り
線/福岡方面）をリニューアルオープン
リニューアルオープンします。
山田SAは、柿やぶどうといった果物
果物の生産が盛んな福岡県朝倉市に位置しており
しており、また隣接する大分県日
田市では椎茸や梨の生産が盛んに行
行われています。今回のリニューアルは、お客さまがゆっくりお
さまがゆっくりお買い物やお
食事を楽しんで頂けるよう店舗を拡張
拡張するとともに、ベーカリーなどの専門コーナを設
設けました。また、地元食
材を使用したメニューや農産物・工芸品
工芸品など魅力溢れる地域産品を、高速道路利用のお
のお客さまや地域の皆さ
まにも再発見していただきたいとの思
思いで取り組んでいます。
１．リニューアルオープン日時
平成２５年８月６日（火曜日）

午前
午前７時００分

２．リニューアル概要
倍に拡張します。
・営業施設の延床面積は約２．５倍
・営業施設棟概要 ： １,０３７㎡ （（フードコート、ベーカリー＆スイーツ、ショッピングコーナー
ショッピングコーナー）

改良前 ４１１㎡

３．店舗概要
【フードコート・朝倉ほとめき食堂】

※
※「ほとめき」とは筑後地方の方言で「おもてなし」の意味
意味です。

・地元・地域食材を使用した、朝倉の
の郷土料理「葛かけ」と大分名物「やせうま」を合わせた
わせた「葛かけやせうまセット」や
地元朝倉光陽高校と共同開発した
した創作メニュー「光陽流モリモリロコモコ」などをご用意
用意いたしております。
・フードコートの食器は、日田天領窯
日田天領窯の特注の器を主に使用しています。

葛かけやせうまセット（750
750 円）

※「葛かけ」とは根菜類などを煮て、葛でとろみをつけた
でとろみをつけたものです。
※「やせうま」とは小麦粉で作った平たい麺
麺をゆでたものです。

光陽流モリモリロコモコ（780
780 円）

【専門店・三奈木の卵】
み

な
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きはちろう らん

・地元朝倉市三奈木の養鶏場の卵「喜八郎卵」(ビタミン E 強化卵)を使用した卵料理などをご用意いたしておりま
す。
【ベーカリー＆スイーツ・あさくら 麦屋】
・地元の季節のフルーツ、野菜をトッピングしたオリジナルパンや地元牧場の牛乳を使用したスイーツをご用意い
たしております。
【ショッピングコーナー】
・福岡、大分を中心としたお土産品や季節の農産物を取り揃え販売いたします。特に秋口には、柿や巨峰など
地元朝倉の味覚をお楽しみいただけます。
・日田杉を使った伝統工芸品の「日田の下駄」や、色鮮やかなグラデーションと、斬新なデザインが特徴の
「日田天領窯の陶器」等を展示販売いたします。

４．建物完成イメージ

外観

店舗内：農産物販売コーナー

５．オープニングイベント
今回のリニューアルオープンを記念し、オープニングイベントを予定しています。
平成２５年８月６日（火曜日）
・チェーンソーアートクラブ中津江村による実演 （１回目 10：00〜、２回目 13：00〜）
・福岡県立朝倉光陽高等学校ブラスバンド部による演奏 （１回目 11：00〜、２回目 12：00〜）
・紅白のハートマシュマロを先着 500 名様にプレゼント （10：00〜）
・お菓子の詰め放題（無料）の実施 先着 200 名様（１３：００〜）
６．オープニングサービス
・フードコート「朝倉ほとめき食堂」【8/6〜8/8】
・おすすめメニュー ３品を 50 円引
特製醤油ラーメン（通常 750 円）、ほとめきカレー（通常 680 円）、大揚げうどん・そば（通常 580 円）
・専門店「三奈木の卵」【8/6〜8/8】
・おすすめメニュー ２品を 50 円引
オムキューブ・和風（通常 650 円）、オムキューブ・洋風（通常 650 円）

・ベーカリー＆スイーツ「あさくら 麦家」【8/6】
・全品２割引き
・テイクアウトコーナー「果実と水車の里 ｙａｍａｄａ ｐａｒｌｏｕｒ」【8/6〜8/8】
・日田梨ソフト（通常 380 円）を 50 円引き。
・ショッピングコーナー【8/6〜8/8】
・1,000 円以上お買い上げのお客さまに先着 100 名様 焼菓子（２個）をプレゼント
・1,000 円以上お買い上げのお客さまに、300 名様 オリジナルバッジをプレゼント
※各コーナーの営業時間については、「山田 SA（上り線）店舗概要等」をご参照ください。

山田 SA（上り線） 店舗概要等
建物概要
・建 物 規 模
・建 物 構 造
・ｴﾘｱ所 在 地

延床面積 １,０３７㎡ （改修前４１１㎡）
鉄骨造一部２階建
福岡県朝倉市大字山田（あさくらしおおあざやまだ）

店舗一覧
店舗名

床面積

営業時間

（席数）

特色・主な取り扱い品

コーナー

地元・地域食材を使用した郷土料理や地元福岡県立
朝倉ほとめき食堂

１８５㎡

７：００〜２２：００

（８６席）

フードコート

朝倉光陽高等学校の生徒さんとともに考案した創作メ
ニュー、どんこ（椎茸）をベースにした、しっかりとコク
のある醤油ベースのスープを使用したラーメンなどを
ご提供いたします。

み な ぎ

たまご

三奈木の 卵
専門店

平日 １０：００〜１８：００

み

な
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きはちろうらん

地元三奈木の養鶏場の卵「喜八郎卵」（ビタミンＥ強化
１３㎡

卵）を使用した、たまご料理などをご提供いたします。
テイクアウトにも対応しております。

土日 ９：００〜１９：００

地元の季節のフルーツ、野菜をトッピングしたオリジ
ベーカリー

あさくら 麦屋

＆

平日 ８：００〜１８：００

スイーツ

土日 ７：００〜１９：００

ナルパンや地元牧場の牛乳を使用したスイーツを
３５㎡

ニッシュ各種（180 円〜）は是非一度ご賞味くださ
い。
地元の季節のフルーツ、野菜などを使用したソフト

果実と水車の里

クリームやフルーツジュースをご提供いたします。地

ｙａｍａｄａ ｐａｒｌｏｕｒ
テイクアウト

ご提供いたします。特に旬のフルーツを使用したデ

７㎡
平日１０：００〜１８：００

元豆腐店のおからを使用した食物繊維たっぷりの
『宿里（しゅくり）さんちのおからソフト』（３８０円）など

土日 ９：００〜１９：００

めずらしいソフトクリームもご提供いたします。
福岡や大分のお土産、地穫れの旬な農産物などを

ショッピングコーナー

７：００〜２２：００

３０２㎡

販売いたします。また、大分の『関サバ・関アジ（干
物）』や『別府のざぼん漬』等、一村一品運動商品
も取り揃え販売いたします。
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●SA・PAブランドの今後の展開

（参考資料）
『バヴァリエ』 ブランドの展開

『バヴァリエ』 ブランドの展開
美東ＳＡ 上( 下･

Ａ

)

黒丸ＰＡ 上( )

草津ＰＡ 上(・下

)

)

)

大津ＳＡ 下( )

赤松ＰＡ 上(

)

赤松ＰＡ 下(

道口ＰＡ 上(

道口ＰＡ 下(

複合型商業施設で楽しく！
屋上デッキから「びわ湖」を一望！

黒丸ＰＡ 下(

)

菩提寺ＰＡ 上(

淡河ＰＡ 上(

)

府中湖ＰＡ 下(

)

)

)

山田ＳＡ 上(

石鎚山ＳＡ 上( )

淡河ＰＡ 下( )

)

玖珂ＰＡ 下(

玖珂ＰＡ 上( )

山田ＳＡ 下( )

福山ＳＡ 上( )
奥屋ＰＡ 下(
)

沼田ＰＡ 上(

)

)

Ａ

名神高速道路
大津ＳＡ（下り線）Ｈ25年4月18日

)

『モテナス』 ブランドの展開

・・・・『モテナス』

)

九州自動車道
宮原ＳＡ（上り線）Ｈ24年11月23日

宮原ＳＡ 上(

南九州銘品館
〜「うまかもん」でおもてなし！〜

えびのＰＡ 上( 下･ )

Ａｄｖａｎｃｅｄ ＡＲＥＡ
（アドヴァンストエリア）

王司ＰＡ 上(

)

Ａ

Ａ

アドヴァンスト エリアの展開

)

基山ＰＡ 下(
玉名ＰＡ 上( 下･ )

山陽自動車道
福山ＳＡ（上り線）Ｈ25年 6月27日

吉志ＰＡ 上(

バラと陽光溢れる瀬戸内憩いのエリア

Ａ

・・・・アドヴァンストエリア
・・・・『パヴァリエ』

『パヴァリエ』ブランド
大分自動車道
山田SA（下り線）
名神高速道路
大津SA(下り線）
山陽自動車道
福山SA（上り線）
多彩な機能を備えたエリア（アドヴァンスト エリア）
松山自動車道
石鎚山SA（上り線）
九州自動車道
宮原SA（上り線）
大分自動車道
山田SA（上り線）
中国自動車道
美東SA（上り線/下り線）
『モテナス』ブランド
山陽自動車道
道口PA（下り線）他 6店舗
名神高速道路
黒丸PA（下り線）,菩提寺PA（上り線）
山陽自動車道
道口PA（上り線）,沼田PA（上り線）
山陽自動車道
玖珂PA（下り線）,奥屋PA（下り線）
中国自動車道
赤松PA（上り線）,王司PA（上り線）
九州自動車道
吉志PA（上り線）
山陽自動車道
淡河PA（上り線）

真心こもった『おもてなし』！
ゆっくりくつろげる『お休み処』！

H24年11月21日
H25年 4月18日
H25年 6月27日
H24年 8月 8日
H24年11月23日
H25年 8月 6日
H26年春予定
H25年 3月 29日､31日
H25年冬予定
H25年冬予定
H25年冬予定
H25年冬予定
H25年冬予定
H26年春予定

九州自動車道 えびのＰＡ（上り線）他6店舗
Ｈ25年 ３月オープン
※平成27年度までに49店舗を

