平 成 25 年 11 月 27 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

山陽自動車道 奥屋パーキングエリア（下り線）・玖珂パーキングエリア（下り線）
リニューアルオープン
〜 「モテナス」ブランドとして生まれ変わります〜
NEXCO西日本 中国支社（広島市安佐南区、支社長：角田 直行）及び西日本高速道路サービス・ホールディン
お く や

グス株式会社 中四国支社（広島市中区、支社長：前川 澄男）は、山陽自動車道 奥屋パーキングエリア（PA）
く

が

〔下り線／九州方面〕及び玖珂PA〔下り線／九州方面〕を「モテナス」店舗としてリニューアルオープンします。
「モテナス」とは、NEXCO西日本グループが運営する店舗ブランド名です。統一したブランドマーク・ブランドカラーを
採用し、ビジネスなどで日常的にエリアをご利用いただくお客さまに、お得感のある食事や真心のこもった「おもてなし」
を提供します。
ＮＥＸＣＯ西日本全体として「モテナス」店舗は、この度リニューアルオープンする 2 店舗を加え 15 店舗となり、奥屋
PAは広島県では初の「モテナス」店舗となります。

１．オープン日時
奥屋ＰＡ（下り線）：平成 25 年 12 月 21 日（土曜） 午前 7 時 00 分
玖珂ＰＡ（下り線）：平成 25 年 12 月 21 日（土曜） 午前 7 時 30 分

２．「モテナス」店舗の概要
【建物の特徴】
➢ショッピングコーナーは２倍になり、充分な通路空間を確保し、明るい店舗でゆったりとお食事や
お買物を楽しんで頂けます。
➢「お休み処」を設けて、お食事以外のお客さまにも座ってゆっくりくつろいでいただけるスペース
をご用意しました。
➢「NEXCO 西日本情報カウンター」を設置し、魅力的な地域情報を集約して発信します。
【サービスの特徴】
➢明るくフレンドリーな接客でお迎えし、真心のこもった「おもてなし」を提供します。
➢お得感のある「モテナスランチ」
、各店舗自慢の「一店逸品メニュー」といったお食事メニュー、挽
きたて淹れたての「モテナスコーヒー」を用意しました。

【一店逸品メニュー】
・奥屋 PA（下り線）
奥屋特製野菜炒め定食（750 円）

・玖珂 PA（下り線）
ごはんがすすむセット
がすすむセット（680 円）

豆板醤と赤味噌をブレンドした
をブレンドした、

広島産の広島菜と明太子
明太子が一緒に

オリジナルのタレを使用しています
しています。

なった丼ぶりと、うどんのセットです
うどんのセットです。

➢日常的なご利用にお得なモテナスポイントサービスを
なモテナスポイントサービスを実施。
500 円のお食事で 1 ポイント
ポイント進呈、20 ポイントたまれば、1,000 円以下の
の
お食事１品を無料で提供します
します。
また、毎週水曜日はポイント
はポイント２倍 Day として 500 円のお食事で 2 ポイント進呈いたします。
ポイント

３．オープニングサービス
【スナックコーナー】
のお客さま先着 120 名様に、
「缶コーヒー」をプレゼント
をプレゼント
➢スナックコーナーをご利用のお
【ショッピングコーナー】
➢ショッピングコーナーで 500 円以上ご利用のお客さま先着 500 名様に、NEXCO
NEXCO 西日本
グループオリジナルのお茶「高野
高野のしずく」
（PET ボトル入り 500ｍｌ）をプレゼント
をプレゼント
【ブランドマーク】
「モテナス」のブランドマークは
のブランドマークは 笑顔 を表現
・NEXCO 西日本グループ社員全員
社員全員の おもてなし の心
がこもった笑顔とお客さまの笑顔
笑顔を表現しています。
・おもてなしの心を表現するため
するため、「心」という文字のフォ
ルムをアレンジして表現しています
しています。

奥屋パーキングエリア（下り線）概要等
建物概要
□建 物 規 模
□建 物 構 造
□ｴﾘｱ所在地
□店舗営業者

スナックコーナー
７０㎡、４９席（改良前 ７０㎡ 、４９席）
ショッピング
５５㎡
（改良前 ２８㎡）
鉄骨造
広島県東広島市志和町（ひろしまけん ひがしひろしまし しわちょう）
株式会社ボーチェ・オアシス

営業時間
７：００〜２０：００

玖珂パーキングエリア（下り線）概要等
建物概要
□建 物 規 模
□建 物 構 造
□ｴﾘｱ所在地
□店舗営業者

スナックコーナー
３６㎡、２４席（改良前 ３６㎡ 、２２席）
ショッピング
４６㎡
（改良前 ２３㎡）
鉄骨造
山口県岩国市玖珂町（やまぐちけん いわくにし くがちょう）
株式会社ボーチェ・オアシス

営業時間
７：３０〜１９：３０

以

上

【スナックコーナー】
➢スナックコーナーをご利用のお客
スナックコーナーをご利用のお客さま先着 120 名様に、「缶コーヒー」をプレゼント
【ショッピングコーナー】
➢ショッピングコーナーで 500 円以上ご利用のお客さま先着 500 名様に、NEXCO
名様に、
西日本
グループオリジナルのお茶
のお茶「高野のしずく」（PET ボトル入り 500ｍｌ）をプレゼント
ｍｌ）をプレゼント

西日本高速道路株式会社 中国支社
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 中四国支社

リニューアル店舗位置図

奥屋ＰＡ（下り線）

玖珂ＰＡ（下り線）

店舗外観

ショッピングコーナー

建物前面に大屋根を設置

通路の広い店内でゆっくりお買いものをどうぞ

（※写真は玖珂 PA 上り線です）

（※写真は玖珂 PA 上り線です）

NEXCO 西日本情報カウンター

各店舗自慢の一店逸品メニュー

地域の情報は、こちら

奥屋ＰＡ㊦

でチェック

奥屋特製野菜炒め定食
（750 円）

お得感のあるモテナスランチ
唐揚げ・コロッケ定食
（500 円）

玖珂ＰＡ㊦
ごはんがすすむセット
（680 円）

●SA・PAブランドの今後の展開

（参考資料）
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地元産品で地域の魅力再発見！

九州自動車道
山田ＳＡ（上り線）Ｈ25年 8月 6日

屋上デッキから「びわ湖」を一望！
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黒丸ＰＡ 下(

)

菩提寺ＰＡ 下(

淡河ＰＡ 上(

淡河ＰＡ 下( )

府中湖ＰＡ 下(

)

)

)

石鎚山ＳＡ 上(

奥屋ＰＡ 下(

玖珂ＰＡ 下(

Ａ

道口ＰＡ 下(

)

福山ＳＡ 上( )

沼田ＰＡ 上(

玖珂ＰＡ 上( )

山田ＳＡ 上(

Ａ

)

山田ＳＡ 下( )

基山ＰＡ 下( )
玉名ＰＡ 上( 下･

山陽自動車道
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バラと陽光溢れる瀬戸内憩いのエリア

『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 7店舗
山陽自動車道
奥屋PA（下り線）、玖珂PA（下り線）
名神高速道路
黒丸PA（下り線）

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12月21日予定
H26年春予定

真心こもった『おもてなし』！
ゆっくりくつろげる『お休み処』！

山陽自動車道 道口ＰＡ（下り線）他
計7店舗 Ｈ25年 3月オープン

ＳＡ・ＰＡブランドの特徴について
『パヴァリエ』 ブランド エリア
ブランド名『パヴァリエ』には、ＰＡ（パルキング：仏語で 駐車 の意味）とＶＡＲＩＥ（ヴァリエ：仏語で 様々な
の意味）から、ＳＡ・ＰＡが様々な新しい価値を提供する場所、お客さまにはその価値を楽しんでいただきた
いとの想いをこめています。
➢ナショナルブランド・地域有名店や専門店を取り入れた、楽しさが実感できる複合型商業施設です。
➢エリアからの眺望をお楽しみいただくなど、単なる通過点ではなく、目的地にして頂きたいエリアです。
➢エコロジーをテーマにした太陽光発電・省エネ技術の導入、地域の取り組みと連携した店舗づくりなど
特別なコンセプトをもったエリアです。
➢観光情報など魅力的な地域情報を集約して発信します。

アドヴァンスト エリア
アドヴァンスト エリアとは、特別なひとときと周辺地域の特色を強く意識し、多彩な機能を備えたエリアの
総称です。
➢高速道路でご旅行をお楽しみいただく皆様に、郷土料理の提供などにより、地域の特色を活かした
特別なひとときを体感していただけるエリアです。地元で収穫された果物・野菜などを取り揃える
「ハイウェイマルシェ」を備えたエリアもあります。
➢観光情報など魅力的な地域情報を「ＮＥＸＣＯ西日本情報カウンター」などで集約して発信します。
➢お子様や高齢者の方がゆっくりくつろいでいただける休憩スペースを備えたエリアです。

『モテナス』 ブランド エリア
ブランド名『モテナス』は、お客さまを おもてなし するという私たちの想いをこめて、多くのお客さまに親し
んでいただけるよう、カタカナでシンプルに表現しています。
➢ビジネスユーザーをターゲットにおもてなしの心、明るくゆったりした雰囲気、商品の充実を創出する
ために、ワンコインランチやオリジナル商品、手作り感のある一店逸品メニューを展開します。
➢充分な通路空間を確保し、明るい店舗でゆったりとお食事やお買い物を楽しんでいただけます。
➢店舗外もしくは店舗内に「お休み処」を設け、ゆっくりくつろげるスペースを用意しました。
➢観光情報など魅力的な地域情報を「ＮＥＸＣＯ西日本情報カウンター」で集約して発信します。

