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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 

西日本高速道路リテール株式会社 

報 道 関 係 各 位 

九州自動車道 山川パーキングエリア（上下線） 
熊本地震を乗り越え、リニューアルオープン！
～ご好評の“山川ラーメン”が更に美味しくなって登場～ 

ＮＥＸＣＯ西日本九州支社（福岡市博多区、支社長：北田
き た だ

 正彦
まさひこ

）、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

）及び西日本高速道路リテール株式会社（大阪市北区、代

表取締役社長：赤松
あかまつ

 健
けん

）は、平成 28 年 4 月に発生した「熊本地震」以降、営業を休止していた九州自動車道 山

川パーキングエリア（上下線）ハイウェイショップを、“モテナス”ブランドの店舗として、リニューアルオープンしま

す。 

お食事コーナーでは、従来からご好評だった“山川ラーメン”を、コクのあるこだわりの豚骨スープと自家製チャー

シューを用いて、更に美味しく仕上げて販売します。 

また、広くなったショッピングコーナーでは、福岡県のご当地商品をはじめ、熊本県、鹿児島県などの商品を取り

そろえます。 

１．場所 

  九州自動車道 山川パーキングエリア（上下線）   《福岡県みやま市山川町立山》 

２．営業再開日時 

  平成 29年 5月 17 日（水）   ◆ショッピングコーナー       8 時 00分～ 

◆お食事コーナー（※）      11 時 00 分～ 

※ラーメンに特化したメニューのお食事コーナーとなっております。 

＜閉鎖中（上り線）建物＞ ＜リニューアル後（上り線）建物＞



３．営業再開概要 

お食事コーナーでは、コクのあるこだわりの豚骨スープ

と、地元みやま市の醤油を使用したタレにたっぷり 10 時

間漬け込んだ自家製チャーシューが自慢の「山川ラーメ

ン」のほか、お好みの辛さに調節が可能な「特製辛子高

菜ラーメン」、餃子や半チャーハン、唐揚げとのセットメニ

ューなどをご用意しております。 

ショッピングコーナーでは、「馬刺し」（熊本）や「薩摩芋

タルト」（鹿児島）等のお土産（上り線）や、今まで以上に

福岡のお土産（下り線）を数多く取り揃え、「モテナス」ブラ

ンド店舗として、明るくフレンドリーな接客でお客さまをお迎

えし、真心のこもった「おもてなし」を提供いたします。 

４．オープニングサービス 

  営業再開にあたり、以下の期間中にご来店のお客さまへの特別なサービスをご用意しております。 

◎「山川ラーメン（通常 540円）」を半額の 270 円でお召しあがりいただけます。 

（5 月 17日（水）～18 日（木）の 2日間） 

◎セットメニュー（山川ラーメンセットなど）をお食事されたお客さまには、ペットボトル飲料（特保）を 1本プレゼント。 

（5 月 17日（水）～19 日（金）の 3日間） 

◎ショッピングコーナーで販売している「モテナスソフト（通常 300 円）」「山川みかんソフト（通常 350 円）」「山川みかん

ミックスソフト（通常 350円）」をそれぞれ 50円引きで販売。 

（5 月 17日（水）～19 日（金）の 3日間） 

◎ショッピングコーナーで税込 500 円以上お買上げのお客さまのうち各日先着 100 名様に「高野のしずく」（ミネラルウ

ォーター）を 1本プレゼント。 

（5 月 17日（水）～19 日（金）の 3日間）

５．報道関係の皆さまへ 

平成 29年 5月 16日（火）13時 00分～15時 00分に（上下線）にて報道関係の皆さまをお招きし、 

内覧会（プレオープン）を行います。 

上記時間内であればいつでも御来訪可能ですので、ぜひお越し下さい。 

販売を再開する 山川ラーメン 540 円 

 山川ラーメン 540 円 



（別紙 1） 

おすすめメニュー・商品 

◎お食事コーナー （営業時間 11時 00 分～20時 00分） 

 ☆おすすめメニュー 

特製辛子高菜ラーメン 640 円 ラーメン・餃子セット 820 円 

地元みやま市の特産品「辛子高菜」をトッピング。また、別皿の「激辛

辛子高菜」でお好みの辛さに調整可能。とんこつラーメンとの相性は

抜群です。 

自慢の山川ラーメンに、こだわりの餃子6個とライスがついたお得

なセットメニューです。 

◎ショッピングコーナー（営業時間 8時 00分～20時 00 分） 

☆おすすめ商品（上下線共通商品） 

玉めし 各 270 円 手作り南関あげ 5枚入 810 円 山川みかんソフト 350 円 手仕込み唐揚げ 4 個入 250 円 

秘伝のタレに漬け込んだ「和食

のたまご」を、そのタレで炊き上

げたお米で包んだおむすび。 

そのほか五穀米、豚角煮入りも

ご用意しております。

江戸時代より伝わる南関あげ。

１枚１枚を手揚げにこだわったも

ちもちした食感がたまらないと遠

方のお客さまのファンも多い商

品です。 

糖度・酸度基準をクリアした「山

川みかん」だけを厳選。山川み

かん 100％ジュースを使用した

ここでしか食べられないソフトクリ

ームです。 

自慢の手仕込み唐揚げをテイク

アウト用にご用意しました。小腹

が空いた時、ドライブのお供にど

うぞ。 



☆おすすめ土産品（上り線） 

薩摩芋タルト 16 個入 1,080 円 一五九二（6 個入） 782 円 馬刺し上赤身 1,382 円 

さつまいものほくほく感としっとり感がたまらな

い一品です。食べやすいひとくちサイズのタ

ルトに、2 色のさつまいも餡あんをたっぷりと

絞ってあります。 

絞りたてのＡＳＯＭＩＬＫから作ったチーズを餡

に練り上げ、しっとりと焼き上げました。阿蘇

山の標高 1592ｍにちなみ、一五九二(ヒゴ

クニ)と名付けられています。 

本場熊本の人もうなる赤身。柔らかなお肉

から濃厚な甘味がじゅわっとお口の中に広

がります。 

☆おすすめ土産品（下り線） 

博多美月（6 個入） 648 円 まっかな苺のラングドシャ 702 円 博多明太ひとくち餃子 648 円 

「あまおう」の風味、芳醇なバターとアーモン

ド風味のコクのある香ばしさと、しっとりした食

感にこだわった可愛らしい三日月型のフィナ

ンシェです。 

博多あまおう苺を使用した風味豊かな洋菓

子です。サックサクの薄焼きクッキーであま

おう苺のフリーズドライ入りチョコをサンドして

います。 

明太子と国産の豚肉、野菜を絶妙なバラン

スで組合せ、ジューシーな味わいのひと口

サイズ餃子です。
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モテナスブランド（モテナスサービス）とは 

 「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。 

「モテナス」店舗は、この度リニューアルオープンする山川パーキングエリア（上下線）を加え 25店舗となります。 

（モテナスサービス） 

モテナスポイントカード お食事 

お食事 500円ごとに 1ポイント進呈、20ポイント貯める
とお食事 1品を無料で提供いたします。 
また、毎週水曜日はポイント 2 倍 Day として、お食事
500円ごとに 2 ポイント進呈いたします。 

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をご提供しており
ます。 
※写真：山川ＰＡ一店逸品メニュー「自家製チャーシュ
ーメン」７20円 
※山川ＰＡは、モテナスランチをご提供しておりません。

モテナスソフト  300 円 モテナスコーヒー  150円 

メープルの風味が香るクリスピーコーンにミルク感たっ

ぷりの大人のモテナスソフトを販売しております。 

しっかりとした苦味とコク、香ばしい香りが口いっぱいに

広がるモテナスコーヒーを販売しております。 

また、モテナスコーヒーと対象スイーツをセットでお買い

上げいただくと、50 円引になる「モテナスセット」も販売

しております。 

（注）本資料記載の金額は全て税込となっております。 

「モテナス」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の“おもてなし”の心が

こもった笑顔とお客さまの笑顔を表現しています。 

・おもてなしの心を表現するため、「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。 
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山川パーキングエリア（上下線）概要 

  建物概要   

 □建 物 規 模 （上り線） 

売場面積 約 72 平方メートル（㎡） （改良前：約 52 ㎡） 

ショッピングコーナー    約 35 ㎡ 

お食事コーナー 約 37 ㎡、24 席 

（下り線） 

売場面積 約 72 ㎡ （改良前：約 58㎡） 

ショッピングコーナー 約 35㎡ 

お食事コーナー 約 37 ㎡、21 席

□建 物 構 造  プレハブ造 

□ｴﾘｱ所在地 福岡県みやま市山川町立山（ふくおかけん みやまし やまかわまち たちやま） 

□店舗営業者 西日本高速道路リテール株式会社 

  営業時間    

□ショッピングコーナー                      8 時 00 分～20時 00分 

□お食事コーナー                     11 時 00分～20時 00 分

リニューアル店舗位置図


