平成 27 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
サービス・ホールディングス株式会社
報 道 関 係 各 位
いろど

サービスエリアを 『ウインターイルミネーション』 で 彩 ります！
〜イルミネーション
イルミネーション点灯式やお得なキャンペーンを実施します
します！〜
ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長
代表取締役社長：石塚 由成）と西日本高速道路
高速道路サービス・ホールディ
ングス株式会社（大阪市北区、代表取締役社長
代表取締役社長：片桐 悟）は、西日本のサービスエリア
のサービスエリア（ＳＡ）3 箇所にお
いて、『ウインターイルミネーション』』を昨年に引き続き実施致します。
地域を象徴する素晴らしい風景・・文化とそれぞれのコンセプトを融合させたイルミネーションの
させたイルミネーションの装飾を展
開し、サービスエリアを訪れる方々
方々に癒しの空間をお届けいたします。イルミネーション
イルミネーション期間中、さまざま
なイベントや割引キャンペーンを実施
実施しますので、是非お立ち寄りください。
『ウインターイルミネーション』概要
１．開催箇所

名神高速道路 大津
大津ＳＡ（下り線）（滋賀県大津市）
山陽自動車道 福山
福山ＳＡ（上り線）（広島県福山市）
九州自動車道 古賀
古賀ＳＡ（上り線）（福岡県古賀市）
※古賀ＳＡ(上り線
線)は今回初めてイルミネーションを実施します。

２．開催期間

平成 27 年 11 月 28 日（土）〜平成 28 年 2 月 28 日（日）

３．点灯時間

名神高速道路 大津
大津ＳＡ（下り線）：17:00〜22:00
山陽自動車道 福山
福山ＳＡ（上り線）：17:00〜23:00（初日のみ 17:30 から点灯）
から
九州自動車道 古賀
古賀ＳＡ（上り線）：17:00〜23:00

４．実施内容
ラバーズ・ガーデン』
◆大津ＳＡ（下り線）『ラバーズ・ガーデン
琵琶湖を一望できる 3 階展望
階展望エリアの夜をイルミネーションで彩ります。
イルミネーションの点灯に合わせて
わせて点灯式を開催し、地元大津市のゆるキャラ「おおつ
おおつ光ルくん」もサービ
スエリアに訪れます。その他、
、近江牛を使用したイルミネーション期間限定の特別
特別メニューの販売や、お
得な割引サービスもご用意しております
しております。また、イルミネーション期間中は南びわ
びわ湖観光推進協議会と
連携したイベントも開催しますので
しますので是非お立ち寄りください。（詳細は別紙参照）

イルミネーション点灯イメージ
イメージ

展望台からの風景
風景（昨年の点灯時）

◆福山ＳＡ（上り線）『ローズ・ガーデン』
店舗の前面及びフードコート横のバラ園をイルミネーションで彩ります。
イルミネーションの点灯に合わせて、点灯式を開催いたします。当日は、着ぐるみのたま駅長がサービスエ
リアに登場し、一緒に記念撮影をしていただけます
また、イルミネーション点灯期間限定の特別メニューを販売するとともに、割引サービスや旅行券が当たる
キャンペーンも実施いたします。（詳細は別紙参照）

◆古賀ＳＡ（上り線）『タイムズ・ガーデン』
店舗の前面、フードコート側のテラスをイルミネーションで彩ります。
イルミネーションの点灯に合わせ点灯式を開催いたします。
その他、九州の銘柄鶏「みつせ鶏」を使用した特別メニューの販売や福袋の販売、各種割引サービスを
実施いたしますので、是非お立ち寄りください。（詳細は別紙参照）

※なお、イルミネーションに使用する電球は、環境に配慮した「ＬＥＤ」を使用致します。

【別紙】
◆各エリアの実施内容（詳細）
【大津ＳＡ（下り線）イルミネーションコンセプト
イルミネーションコンセプト】
「恋人の聖地」に選定されている
されている当エリアを、日本一の大きさを誇る琵琶湖や比叡山
比叡山などの自然が見せ
る四季折々の美しい風景をイメージしたイルミネーションで
をイメージしたイルミネーションで表現します。
エリアを象徴する大きなハートのモチーフをはじめ
きなハートのモチーフをはじめ、床面には琵琶湖のブルーと雪
雪のホワイト、宝石箱のよ
うなジュエリーカラーのイルミネーションを
うなジュエリーカラーのイルミネーションを敷きつめました。
琵琶湖の夜景とともに、華やかなイルミネーションをお
やかなイルミネーションをお楽しみいただけます。
【大津ＳＡ（下り線）のイベント・キャンペーン
のイベント・キャンペーン情報】
① 点灯式（11/28 17：00〜）
〜） 店舗 3Ｆ 展望フロア
・津軽三味線の演奏会を
を開催
・地元大津市のゆるキャラ
のゆるキャラ「おおつ光ルくん」が登場
・先着 30 名のお客さまに
さまに、記念品と大津ＳＡ（下り線）で使えるクーポンをプレゼント
プレゼント
・点灯式にお越しいただいたお
しいただいたお客さま全員に、粗品をプレゼント
お う み

② 2 階レストラン「グリル 逢味」で、特別限定メニューの「近江牛ステーキ膳」を
を限定販売。
（ご注文いただいたお客さまには
さまには、1 階ショッピングコーナーで使える 100 円クーポン
クーポン券をプレゼント）
③ 店舗のスタッフにキーワー
スタッフにキーワードを伝えると以下のサービスを受けられるキャンペーンを
れるキャンペーンを実施
・1 階サーティーワンアイスクリーム
サーティーワンアイスクリーム 全品 50 円引き
・1 階コロッケ専門店「おうみ
おうみ屋」にて近江牛コロッケを 50 円引き
・2 階フードコート「カフェ チャオプレッソ」にてコーヒーレギュラーサイズと紅茶
紅茶を 50 円引き

おおつ光ルくん
ルくん

近江牛ステーキ膳 3,280 円（税込）

【イルミネーション期間中に実施
実施されるイベント情報】
南びわ湖観光推進協議会と連携
連携し、「滋賀旅」冬のプレゼントキャンペーンのＰＲイベントとして
イベントとして
大津ＳＡ（下り線）で以下のイベントを
のイベントを実施します。
①

実施日時
平成 27 年 12 月 12 日（（土） 10 時 00 分〜15 時 00 分

②

イベント内容
ゆるキャラふれあいイベント（滋賀県キャラクター「うぉーたん」など滋賀県ゆかりの
ゆかりのゆるキャラを予定）
1）ゆるキャラふれあいイベント
2）高速道路ストック効果※などのＰＲパネルの展示
※ストック効果：整備された
された社会資本が機能することによって、継続的に中長期的
中長期的に得られる効果

【福山ＳＡ（上り線）イルミネーションコンセプト
イルミネーションコンセプト】
福山市の市花である「薔薇」をテーマに
をテーマに、海と山、両方の自然に囲まれた豊かな
かな土地である福山の世界観
をデフォルメし、メルヘンチックなタッチで
メルヘンチックなタッチで表現します。
イルミネーションのばら園。その
その足元では、穏やかな瀬戸内の海を思わせるＬＥＤ
ＬＥＤの波紋を美しいフォルム
で描き出します。
のイルミネーションは、フードコートでお食事をしながらご覧いただくことができます
いただくことができます。
福山ＳＡ（上り線）のイルミネーションは
【福山ＳＡ（上り線）のイベント・キャンペーン
のイベント・キャンペーン情報】
① 点灯式（11/28 17:30〜）
〜） 店舗前広場
・着ぐるみの「たま駅長」が
が登場
② フードコートの「Ｋｉｔｃｈｅｎ 夢二」にて、ナポリタンを半熟卵で包んだ特別メニューの
メニューの「イルミネーションプ
レート」や、和歌山県産の果物
果物（いちご・もも等）を使用した「ニタマジェラート」（380
380 円（税込））を販売
③ ショッピングコーナーで 2,000 円以上お買い上げのお客さまに、「ニタマ駅長
駅長に会える旅、春の和歌
山」のペア宿泊券が当たるキャンペーンを
たるキャンペーンを開催（12/19〜1/11 は対象外）
④ イルミネーションの写真を
をＳＮＳに投稿していただいた先着 300 名のお客さまに
さまに、イルミネーション限定
メニューの 100 円割引券をプレゼント
をプレゼント

たま駅長

イルミネーションプレート 980 円（税込）
円

【古賀ＳＡ（上り線）イルミネーションコンセプト
イルミネーションコンセプト】
「那の国」時代から現代につながる
につながる悠久の時、高速道路がつなぐ未来への時をテーマとし
をテーマとし、大型の時計の
モニュメントが過去から未来への
への時を表現しています。また、春には菜の花畑が広
広がり、山の麓には鹿が戯
れる周辺の豊かな自然風景を
を、時計を引き立てるかたちで表現しています。
【古賀ＳＡ（上り線）のイベント・キャンペーン
のイベント・キャンペーン情報】
① 点灯式（11/28 17:00〜）
〜） 店舗前のテラス
・和太鼓グループ「太鼓原人
太鼓原人」による演奏会を開催（16:00、17:05 の 2 回演奏）
回演奏
・ゆるキャラの「ＰｉＰｉ」「ぽてっと
ぽてっと君」によるお菓子のプレゼントを実施
・先着 100 名のお客さまにクラムチャウダーをプレゼント
さまにクラムチャウダーをプレゼント
・イルミネーションの写真
写真を提示いただいた先着 100 名のお客さまに、記念品
記念品をプレゼント
② イルミネーションの写真を
をＳＮＳに投稿いただいた先着 300 名のお客さまに、アペティートのメロンパンと
ピンクベリーのフローズンヨーグルトが 2 割引きになるクーポンをプレゼント
③ 期間中に、イルミネーションの
イルミネーションの写真を提示いただいたお客さまに、以下のサービスを
のサービスを実施
・ざらめ醤油ロール（450
450 円）をご注文のお客さまにコーヒーサービス（レストラン
レストラン）
・ラーメンご注文のお客さまに
さまに煮玉子サービス（スナックコーナー）
・鍋焼きうどんご注文のお
のお客さまに稲荷 1 個サービス（スナックコーナー）
・ジャワカレーパンの 2 割引 （ベーカリーコーナー）
・ホットコーヒー、アイスコーヒー
アイスコーヒー、キャラメルラテの 2 割引（キーズカフェ）
・飴のつかみどり（小学生以下
小学生以下のお子様が対象）（ピンクベリー）
・スイートポテト 2 割引（ショッピングコーナー
ショッピングコーナー）
・ざらめ醤油ロール 2 割引
割引（ショッピングコーナー）
④ テイクアウトコーナーの「みつせ
みつせ鶏本舗」で、期間限定の「イルミネーションバーレル
イルミネーションバーレル」を販売
⑤ ショッピングコーナーにて、
、イルミネーションにちなんだ 1,630 円（税込）の福袋
福袋を販売

ＰｉＰｉ

ぽてっと
ぽてっと君

イルミネーションバーレル 1,080 円（税込）

