平成 29 年 11 月 21 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

サービスエリアの 『ウインター
ウインターイルミネーション』が始まります
まります！
〜カウントダウン点灯式
点灯式や期間限定のサービスを実施します！〜
！〜
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）と西日本高速道路サービス・ホールディ
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』開催
開催に伴うカウントダウン点灯式やキャンペーン等
等を実施しますので、
是非お立ち寄りください。
■点灯式の概要■
日
○日時・場所 平成 29 年 11 月 25 日（土）
Ｅ２ 山陽自動車道 三木ＳＡ（下り線）【兵庫県三木市】 店舗前広場 17 時〜
Ｅ２ 山陽自動車道 小谷ＳＡ（上り線）【広島県東広島市】 店舗前広場 17 時 30 分〜
Ｅ３ 九州自動車道 古賀ＳＡ（上り線）【福岡県古賀市】 店舗前広場 17 時〜
※いずれの SA も、一般道
一般道からご利用いただくことができます。
○内容
カウントダウン点灯式では、地元合唱
地元合唱団の合唱や豪華おせち料理などが当たる抽選会（三木
三木 SA 下り線）、ハ
ンドベルの演奏（小谷 SA 上り線）、太鼓
太鼓の演奏やお菓子のプレゼント（古賀 SA 上り線）など
など、各会場で様々な
イベントやキャンペーンを開催いたします
いたします。 詳細は【別紙】をご参照下さい。
■イルミネーションの概要■
日
〜平成 30 年 2 月 28 日（水）
○点灯期間 平成 29 年 11 月 25 日（土）
○点灯期間中のキャンペーン内容
メニューやオリジナル商品の販売、期間限定割引サービスなどを行います
います。
期間限定の特別メニューやオリジナル
詳細は【別紙】をご参照下さい。

＜昨年の点灯式実施状況＞

【別紙】
◆各エリアの実施内容（詳細）
三木ＳＡ（下り線）イルミネーションコンセプト
『光の揺らぎ』
緑豊かな三木市。こぼれる木漏れ日、湖面
の煌めき、目線を上げれば星が降りそうな
夜空…
それぞれの自然風景の中で揺らぐ光の美し
さを表現しています。

三木ＳＡ（下り線）イベント・キャンペーン情報
① カウントダウン点灯式（11/25 17：00〜） 店舗前広場 ≪荒天中止≫
・イルミネーション点灯前後に地元合唱団による合唱
・神戸のゆるキャラ「コーベア−」によるお菓子配布
・先着 100 名のお客さまに、コンソメスープの無料配布
・点灯式に参加して頂いたお客様に豪華景品が当たるくじ引き抽選会
（1 等は 27,540 円のおせちを 1 名にプレゼント）
抽選会 1 等のおせち

② イルミネーション割引
（11/25〜2/28 平日 17〜19 時、年末年始 12/29〜1/4 は除く）
○レストランにて、特別限定デザート「厚焼きパンケーキ」の 200 円割引
･シングルサイズ（直径 10ｃｍ×高さ 4ｃｍ）600 円→400 円
･ダブルサイズ（直径 10ｃｍ×高さ 8ｃｍ）800 円→600 円

厚焼きパンケーキシングル

厚焼きパンケーキダブル

○ショッピングコーナーにて、以下の割引サービスを実施
･店内売店ワッフル専門店にてワッフルを 30 円割引
･店内売店ヤマサ蒲鉾にて、お好きな天麩羅を 50 円割引
･店内売店朋栄にて肉汁豚まんを５0 円割引
･店内売店六甲牧場にて 400 円のソフトクリームを 50 円割引

ワッフル

ヤマサ天ぷら

肉汁豚まん

ソフトクリーム

※価格は全て税込表示です

小谷ＳＡ（上り線）イルミネーションコンセプト
『メルヘン〜旅の序章』
車を降りれば、そこは童話の世界。絵本の
中の魅力的な主人公たちのシルエットでその
世界観を表現。
ページをめくるワクワク感が、イルミネーショ
ンの光と共に蘇ります。

小谷ＳＡ（上り線）イベント・キャンペーン情報
① カウントダウン点灯式（11/25 17：30〜） 店舗前広場 ≪荒天中止≫
・イルミネーション点灯後に「三滝グリーンチャペル 三滝ハンドベルクワイア」によるハンドベルの演奏
・東広島市のマスコット「のん太」の登場
② ショッピングコーナーにて、クリスマス商品の販売 （11/25〜12/25）
クリスマス商品例

ニッセクッキー 各 432 円

クリスマスリース 3,000 円〜

マンデルシュトレン S 1,566 円

③ レストランにて、イルミネーション期間限定の特別メニュー（11/25〜2/28）
「ズワイ蟹の餡かけ炒飯と海鮮サラダの中華膳」1,400 円の販売
※飾りパンの箸置きをプレゼント（数量限定） （11/25〜12/25）
④ ベーカリーコーナーにて「のん太のクリームパン（291 円）」（東広島市マスコット）の販売
（11/25〜12/10）

イルミネーション期間限定特別メニュー
「ズワイ蟹の餡かけ炒飯と海鮮サラダの中華膳」
1,400 円

のん太のクリームパン 291 円

⑤ 石窯パンの重量当てコンテスト（店内ディスプレイ） （11/25〜12/1、1/1〜7、2/1〜7）
各期間１名さまに 2,000 円相当のアンデルセン商品詰め合わせプレゼント
※価格は全て税込表示です

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
『Thanks from Kyushu』
各地域のシン
見どころ満載の九州において、各地域
ボリックな観光名所を表現し、九州
九州の活気が
あたたかく全土を包む様子をイルミネーション
イルミネーション
で表現しています。
古賀ＳＡ（上り線）イベント・キャンペーン
イベント・キャンペーン情報
① カウントダウン点灯式（11/25
5 17：00〜） 店舗前広場 ≪荒天中止≫
・古賀市所在の「太鼓原人」
」による演奏会 【点灯式前後】
・「九州大学アカペラサークル
アカペラサークル」による演奏会【点灯式直後】
・先着 163 名（イルミ）のお客
客さまにクラムチャウダーの無料配布
・点灯式にご参加頂いた先着
先着 163 名のお客さまにクーポン付チラシ配布とお菓子
菓子のプレゼント
・ひよ子「PiPi ちゃん」による「
「イルミネーションプリントの特製クッキー」のプレゼント

昨年の様子

PiPi ちゃん

② イルミネーションオリジナル商品
商品の販売（いちごフィナンシェ,黄金の鶏皮,ラー油明太子
油明太子,生のり）
（11/25〜2/28）
③ レストランで 17 時以降にお食事
食事されたお客さま【イルミネーション写真提示の方限定
方限定】に「バターカス
テラ」or「抹茶バウムクーヘン
バウムクーヘン」を食後にプレゼント（12/24〜25） ※お一人様につき
につき一切れ

バターカステラ 1,296 円

抹茶バウムクーヘン 1,296 円

④ ピンクベリーコーナーで季節限定
季節限定のトッピングサービス （11/25〜12/25）
⑤ Ｉｎｓｔａｇｒａｍにイルミネーション
イルミネーション写真を投稿いただいたお客さまに以下の割引
割引サービスを実施
（11/25〜2/28）
○西イチグルメ決定戦 2017 出品メニュー
「ロマン宿る海の道 むなかた三昧丼」の
むなかた
100 円引き
○イルミ割
・新商品「バターカステラ」「抹茶
抹茶バウムクーヘン」の
100 円引き（ショッピングコーナー
ショッピングコーナー）
・佐賀牛カレーパンの 100 円引き（ベーカリーコーナー）
円引
・キーズカフェ「ストロベリーホワイトモカ
ストロベリーホワイトモカ」の
100 円引き（テイクアウトコーナー
テイクアウトコーナー）

むなかた
1,620 円
ロマン宿る海の道 むなかた三昧丼
（西イチグルメ決定戦 2017 本選大会進出メニュー）
本選大会進出

・「フローズンヨーグルト（Ｓサイズ
サイズ,トッピング付）」の 100 円引き（ピンクベリーコーナー
ピンクベリーコーナー）
○サンキュー割
・クレミアソフト（通常 500 円）を
円
390 円で販売（店内テイクアウトコーナー）
・揚げたこ焼き（通常 500 円）を
円
390 円で販売（店頭テイクアウトコーナー）
・ミニ肉まん（５コ入）（通常 460 円）を 390 円で販売（店頭テイクアウトコーナー））
・みつせ鶏骨付き（通常 430 円）を 390 円で販売（店頭テイクアウトコーナー）
※価格は
は全て税込表示です

