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いろど

高速道路の冬を 彩 る 『ウインターイルミネーション』を今年も開催！
〜期間限定メニューも用意しております！〜
ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：酒井 和広）と西日本高速道路サービス・ホールディン
グス株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：中根 正治）は、西日本のサービスエリア（ＳＡ）において、
『ウインターイルミネーション』を今年も開催します。
日本の和やヨーロッパのチャペルなどそれぞれのコンセプトに基づいた美しいイルミネーションを展開し、
ＳＡを訪れる方々が体感できる癒しの空間をお届けします。
また、開催に伴うカウントダウン点灯式や期間限定のクリスマスパン、特別メニュー等をご用意しますの
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 （詳細については別紙のとおり）
１．開催期間 平成 30 年 11 月 10 日（土）〜平成 31 年 2 月 28 日（木）
２．開催場所

E２
E２
E11
E３

山陽自動車道
山陽自動車道
松山自動車道
九州自動車道

三木ＳＡ（上り線）【兵庫県三木市】 点灯式 11/10 17:00〜（17:00 点灯）
吉備ＳＡ（上り線）【岡山県岡山市】 点灯式 11/10 17:00〜（17:30 点灯）
石鎚山 SA（上り線）【愛媛県西条市】 点灯式 11/10 17:00〜（17:30 点灯）
古賀ＳＡ（下り線）【福岡県古賀市】 点灯式 11/10 16:30〜（17:30 点灯）

＜昨年の点灯式開催状況＞

ダンスパフォーマンス

地元団体のハンドベル演奏

【別紙】

三木 SA（上り線）

■イルミネーションコンセプト
『美しき、日本の四季』
四季の優しいうつろいを表現し、蝶や竹、月など日本らしい情緒豊かな「和」をモチーフにしたイルミネーションを
創出します。

■点灯式 17:00〜（17:00 点灯）＜荒天中止＞
①クリスマスソングなどの歌やダンスのパフォーマンス
②三木市観光協会のゆるキャラ「かんなどん」とのじゃんけんに
勝つと光る電球ボトルプレゼント 先着 20 名
③先着 100 名のお客さまに、ぜんざいの無料配布
電球ボトル
かんなどん
■イベント・キャンペーン情報
①レストランにて、「イルミネーションステーキオーダーバイキング」（11/10〜12/25）
ステーキ食べ放題（ライス・サラダ付き）大人 1,880 円、小学生まで 990 円
②スナックコーナーにて、「イルミネーション牛ランチ（980 円）」の販売（11/10〜12/25）
アツアツの鉄板の上にライスと牛肉・サラダを乗せたプレートランチ
③ベーカリーにて、期間限定「クリスマスパン」の販売（11/10〜12/25）
クリスマスツリー、リース、サンタさんの楽しいクリスマスパンがいっぱい（200 円〜300 円） オーダーバイキングステーキ

クリスマスパン各種（写真はイメージです）

④ショッピングコーナーにて、人気のブリュレドサンクに素敵なプレゼント付きパックの
販売 限定 200 個 1,080 円（価格据え置き）
⑤屋内テイクアウトコーナーにて、「トナカイさんソフト」の販売 500 円（11/10〜12/25）
三木 SA（上り線）イルミネーションの写真を撮り、スタッフに見せると 100 円引きの
400 円で販売。
⑥移動博物館の実施（11/25）
三木 SA（上り線）イルミネーション期間に合わせて
兵庫県立人と自然の博物館の移動博物館車
「ゆめはく」がやってきます。普段は博物館でしか
見ることのできない珍しい展示物をぜひお楽しみください。
⑦NEXCO 西日本のはたらくクルマと一緒に写真撮影
ができるイベントを開催します。（11/23〜25）
かっこよくキメてどんどん SNS にアップしよう。
◆三木 SA（上り線）は一般道からもご利用いただけます。

トナカイさんソフト

＜移動博物館イメージ＞

吉備 SA（上り線）
■イルミネーションコンセプト
『光と音の Sweets Garden』
特産の桃を馬車にアレンジした「桃の馬車」をはじめ、カップケーキやアイスなど「あま〜い光のおもてなし」を演
出します。
また、童話「桃太郎」の楽曲を現代風にアレンジした 音 との融合により新しいイルミネーションを展開します。

■点灯式 17:00〜（17:30 点灯）＜荒天中止＞
①平成 30 年 7 月豪雨で被災し、仮設の小学校で学んでいる 6 年生の生徒によるランタン作り及び同校生徒に
よる点灯式を実施
②おやじバンド「FORMATlON」によるミニライブの実施（17:00〜）
③岡山プラザホテル仕込みの「ローストビーフ」の販売（数量限定 18:00 頃までの販売）

手作りランタン（イメージ）

おやじバンド「FORMATlON」

ライブキッチンでのローストビーフ販売（イメージ）

■イベント・キャンペーン情報
①レストランにて、イルミネーション記念メニュー「光のスマイルセット（1,100 円）」の販売（11/10〜2/28）
また、吉備 SA（上り線）イルミネーションなどの情報を SNS で発信した画面をスタッフに見せると
「光のスマイルセット」を 100 円引きの 1,000 円で販売。

イルミネーション記念メニュー「光のスマイルセット（1,100 円）」

②ベーカリーにて、イルミネーション点灯時間（17:00〜23:00）に一部商品を 50 円引きで販売。（数量限定）
◆吉備 SA（上り線）は一般道からもご利用いただけます。

石鎚山 SA（上り線）
■イルミネーションコンセプト
『つつまれて』
ヨーロッパのチャペルをイメージした装飾に「つつまれ」、中央上部に「幸せの鐘」を設置し、幸せを願い鐘を
鳴らすことができます。
見るイルミネーションから感じるイルミネーションへ・・・光の中に包まれる体感イルミネーションです。

■点灯式 17:00〜（17:30 点灯）＜荒天中止＞
①ジャズバンドによる野外ミニコンサート（17:00〜17:20）（17:40〜18:00）
②西条農業高校の生徒と石鎚山 SA（上り線）とのコラボメニュー
「西農味噌マヨフィッシュバーガー」販売 PR（16:00〜18:30）
③プロのカメラマンによる写真撮影サービス（オリジナルクリアファイルプレゼント）
四国まるごと美術館（店内オブジェ）：先着 100 名（13:00〜16:00）
イルミネーション（屋外）
：先着 50 名（17:30〜20:00）
西条農業高校コラボメニュー
④ショッピングコーナーにて 1,000 円以上お買い上げのお客さまに
「西農味噌マヨフィッシュバーガー（390 円）」
「坊ちゃん団子」または「タルト」をプレゼント
■イベント・キャンペーン情報
①フードコートにて、イルミネーション特別メニュー
「ホワイトクリームパスタ」を販売（11/10〜2/28）
また、「ホワイトクリームパスタ」をお召し上がりのお客さまにショッピング
コーナーで使える 100 円割引券をプレゼント
イルミネーション特別メニュー
「ホワイトクリームパスタ（880 円）」

②ベーカリーにて、ツリー、幸せの鐘、リースのかわいいパンを期間限定で販売（11/10〜2/28）

「ブランアーブルコロネ」

「クロッシュパイ」

「リースパン」

③「マイナビトラベル presents 四国まるごと美術館」記念サービス
タツノコプロ 55 周年記念の四国周遊イベントに石鎚山 SA（上り線）も参加します。11 月 3 日（土・祝）〜
12 月 16 日（日）は愛媛県名物×タツノコプロキャラクターのアート作品やドロンボー一味の 3 人乗り自転
車のオブジェが店内に展示されます。
期間中は本イベントおよびウィンターイルミネーションを記念したサービスを実施いたします。イルミネーシ
ョンもしくは「四国まるごと美術館」オブジェ等を撮影し SNS へ投稿いただくと、ファストフードコーナーで大
人気の「せんざんきバーガー」をはじめ各種ハンバーガーを 100 円割引いたします（スタッフに投稿画面
を提示ください）。

3 人乗り自転車オブジェ（イメージ）
※愛媛県名物×タツノコプロのアート作品の詳細はシークレットのため
現地で直接ご覧いただきますようお願いいたします。

「四国まるごと美術館」メインビジュアル

古賀 SA（下り線）
■イルミネーションコンセプト
『Welcome home お帰りなさい』
1 年間のリニューアル工事期間からパワーアップして戻ってきた古賀 SA（下り線）。歓迎の「おもてなしの心」をよ
り親しみのある「お帰りなさい」という一歩親しみの段階が進んだ気持ちで表現しています。

■点灯式 16:30〜（17:30 点灯）＜荒天中止＞
①イオンモール福津（福岡県福津市）から古賀 SA への無料シャトルバスを運行。シャトルバスご利用の
お客さま先着 200 名様に、お菓子の詰め合わせをプレゼント
②タリーズコーヒーの割引販売
③ゆるキャラによる「イルミ特製クッキー」のプレゼント等
④「カトレア」「クローバーチャイム」によるハンドベル演奏
⑤九州出身アーティスト「nano」さんによるミニコンサート
ハンドベル演奏「カトレア」

九州出身アーティストの
「nano」さん

■イベント・キャンペーン情報
①ショッピングコーナーにて、ショッピングコーナーにて、イルミネーション限定
オリジナル商品（サイダーなど）の販売やイルミネーション限定コラボ商品を
販売（11/10〜2/28）
②テイクアウトコーナーにて、「古賀キラキラソフト」の期間限定販売
（11/10〜2/28）
③ショッピングコーナーにて、イルミネーションのインスタグラム投稿画面を
スタッフに見せると古賀 SA（下り線）で人気の菓子「ドゥ・ダムール」、
「夢果菓」を 50 円引き（11/10〜2/28）
古賀キラキラソフト（400 円）

④フードコートにて、イルミネーションのインスタグラム投稿画面をスタッフに見せると
「博多ラーメンまん」を 50 円引き、「ソフトクリーム全品」を 100 円引き
（11/10〜2/28）
⑤フードコートにて、「古賀ちゃんぽんセット」、「博多豚骨鉄板焼きラーメンセット」
を 100 円引きで販売（11/10〜2/28 の平日 ※一部期間を除く）

◆古賀 SA（下り線）は一般道からもご利用いただけます。

ドゥ・ダムール

〜古賀 SA(上り線)においてもイルミネーションを開催〜
カウントダウン点灯式や期間限定メニューの販売などを実施します。
■点灯式 16:00〜（17:30 点灯）＜荒天中止＞
・イオンモール福津（福岡県福津市）から古賀 SA への無料シャトルバスを運行。シャトルバスご利用のお客さま
先着 200 名様に、お菓子の詰め合わせをプレゼント
・クラムチャウダー無料配布、地元和太鼓による演奏、地元シニア合唱チームによる演奏など
■イベント・キャンペーン情報
・ショッピングコーナーなどでイルミネーションのインスタグラム投稿画面をスタッフに見せると対象商品を割引
（11/10〜2/28）
・イルミネーション限定メニュー（11/10〜2/28）やクリスマスチキンバーレルの限定販売（12/10〜12/25）
・その他 11/10 から 12/25 まで楽しいイベントを用意しております
◆古賀 SA（上り線）は一般道からもご利用いただけます。

