
令和元年 5月 20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 

E10 宮崎自動車道 山之口サービスエリア（上下線） 

6 月１日にリニューアルオープン！ 
～宮崎牛やチキン南蛮カレー、高速道路初登場の都城の銘菓をご堪能ください！～

ＮＥＸＣＯ西日本九州支社（福岡市博多区、支社長：廣
ひろ

畑
はた

 浩司
こ う じ

）と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：橋本
はしもと

 唯
ゆい

）は、E10 宮崎自動車道 山之口サービスエリア（ＳＡ）（上り線：

えびの方面、下り線：宮崎方面）を令和元年 6月１日（土曜）にリニューアルオープンします。 

お食事コーナーでは、宮崎牛やブランド豚「どんぐりの恵み」を用いたメニューや、また、ショッピングコーナーでは、

古くから地元で親しまれてきた郷土菓子や老舗和菓子店のオリジナルスイーツなどを取り揃えてお客さまをおもて

なしします。 

1．場所 

E10 宮崎自動車道 山之口
や ま の く ち

ＳＡ（上下線）   《宮崎県
みやざきけん

都 城
みやこのじょう

市山之口町
し や ま の く ち ち ょ う

》 

店舗営業者   宮交
みやこう

ショップアンドレストラン株式会社 

2．建て替え概要 

建物規模   上下線ともに売場面積が約 1.5 倍に広がります。  

 （上り線） ショッピングコーナー：約 56㎡  お食事コーナー ： 19 席（約 30㎡） 

 （下り線） ショッピングコーナー：約 50㎡  お食事コーナー ： 19 席（約 31㎡） 

  営業時間    8 時 00 分～19時 00 分  ※変更なし  上下線共通 

3．オープン日時   （上下線同時オープン） 

 令和元年 6月１日（土曜） 8 時 00 分 

  ※リニューアル前の店舗は5月 31日（金曜）まで

通常営業（19時 00分まで）します。 

＜リニューアル後＞イメージ 上り線



4．サービス概要 

 (1)お食事コーナー 

    都城市の人気カレー店「カレー倶楽部ルウ」の『チキン南蛮カレー』や、骨付きハンバーグ『ぼんちザウルスの肉』

が高速道路に初登場。また、『宮崎牛弁当』や『宮崎辛麺』などのオリジナルメニューも取り揃えています。 

ぼんちザウルスの肉 1,300 円(税込) 

都城産宮崎牛弁当 1,000 円(税込) 

※上り線のみで販売 

都城市で 30 年以上続く「カレー倶楽部ル

ウ」とコラボレーション。チキン南蛮のタルタ

ルソースがカレーのコクと絶妙にマッチ。チ

キン南蛮カレー発祥と言われるお店のカレ

ーをご賞味ください。

都城で育てられたブランド豚「どんぐりの恵み」

を“マンガ肉”をイメージして骨付きハンバー

グに仕上げました。 

チキン南蛮カレー 1,000円(税込)

宮崎辛麺 800円(税込)～ 

ソウルフードとなった「宮崎辛麺」を独自にア

レンジ。辛さにコクと旨味が増し、一度食べ

たら忘れられない一品。隣の霧島ＳＡでは

年間 20,000 食を突破した大人気メニュー

です。 

宮崎県が誇る和牛「宮崎牛」をもっと手軽

に・もっとリーズナブルに楽しんでいただくた

め、地元都城のお肉屋さんと開発した贅沢

なオリジナル弁当です。



 (2)ショッピングコーナー 

    宮崎地鶏の炭火焼など宮崎県を代表するお土産品に加え、古くから地元で親しまれてきた郷土の味『ふくれ菓子』

や都城市の老舗和菓子店「昭栄堂」が手掛ける『石畳ショコラ』を販売します。また、厳選した宮崎牛の販売も行い

ます。 

ふくれ菓子＜まるはちふくれ菓子店＞ 

三角 500 円（税込）～ １カット 180円(税込) 

宮崎牛  5,000 円(税込)～ 

※上り線のみで販売

都城の隠れた銘菓「ふくれ菓子専門店 まるは

ちふくれ菓子」。プレーン味や黒砂糖味などがあ

り、都城地方で古くから親しまれてきた、シンプ

ルな蒸し菓子です。 

街中のお店では数量限定で販売しており、高速

道路での販売は初めてです。 

石畳ショコラ（1箱）＜お菓子の昭栄堂＞ 

1,200 円(税込) 

本格 宮崎辛麺(1 袋)  637 円(税込) 

都城市で老舗のお菓子屋さん「お菓子の昭

栄堂」のチョコレートケーキ。3 つの生地に 2

種類のクリームが絶妙にマッチした石畳ショコ

ラは、地元でも大人気商品です。約3日かけ

て作るこのケーキの奥深さを味わってくださ

い。このたび、高速道路に初登場します。 

宮崎県が誇るブランド和牛「宮崎牛」を販売し

ます。大切な方へ心を込めた贈り物に。ご自宅

でご家族との楽しい食卓のお土産に。 

なお，上下線でカタログ販売も行います。 

飲食コーナーで販売している宮崎辛麺を袋

タイプにし、お土産として新登場。鍋ひとつ

でできる手軽さと、辛さを調節できる便利さ

に加え、旨さにもこだわっています。 

画像はイメージ



5. オープニングサービス 

  オープニングにあたり、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います。 

◎スナックコーナーでお食事された先着 200 名さま（上り線：先着 200 名さま、下り線：先着 200 名さま）にペット

ボトル（水またはお茶）をプレゼント   （6 月 1日以降、商品がなくなり次第終了） 

◎6 月 1 日・6 月 2 日にご来店された先着 50 名さま（上り線：先着 50 名さま、下り線：先着 50 名さま）に、お菓

子の詰め合わせをプレゼント 

◎6月1日・6月2日にショッピングコーナーでお買い物をされた先着50名さま（上り線：先着50名さま、下り線：

先着 50名さま）に南男猿※のキーホルダーをプレゼント 

 ※南男猿（なんおざる）：都井岬など宮崎県内各地に自生している蘇鉄(そてつ)の赤い実を

くりぬいて、中に鈴を入れた、可愛いおさるの顔をしたキーホルダーです。 

「南男さる」=「難を去る」ということで、災難よけ、厄除けのお守りとして親しまれています。 

6. 曳家
ひ き や

工事の実施 

今回、リニューアルオープンする新設店舗は、既存店舗の隣接地に設置していますが、オープン後，既存店舗を

解体した跡地に移動（曳家工事）します。

なお、曳家工事は令和元年秋頃の実施を予定しており、実施時期は改めてお知らせします。 

「休憩施設の店舗建替におけるお客さまサービス向上の取組み」（平成 30年 2月 28 日ニュースリリース） 

https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/h30/0228b/

施設全般に関するお問い合わせは、 

ＮＥＸＣＯ西日本 九州支社 広報課 松下
まつした

、生嶋
い く し ま

   TEL：092-260-6100（マスコミ専用） 

店舗・サービスに関するお問い合わせは、 

西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱ 九州支社 

 総務課 荒木
あ ら き

、小柴
こ し ば

 TEL：092-518-6080（代表） 

※本資料は、国土交通省九州記者会、九州建設専門記者クラブ、福岡経済記者クラブおよび宮崎県政記者

クラブにお配りしています。 

南男猿キーホルダー
（イメージ） 



山之口ＳＡ 概要 

  建物概要 

□建物規模   上下線ともに売場面積が約 1.5 倍に広がります。  

 （上り線） 売場面積   約 86 平方メートル（㎡） （改良前：約 56 ㎡） 

ショッピングコーナー    約 56㎡ （改良前：約 43 ㎡） 

お食事コーナー（19 席）   約 30㎡ （改良前：15席、約 13㎡） 

 （下り線） 売場面積   約 81 平方メートル（㎡） （改良前：約 56 ㎡） 

ショッピングコーナー    約 50㎡ （改良前：約 43 ㎡） 

お食事コーナー（19 席）   約 31㎡ （改良前：14席、約 13㎡） 

□建物構造 軽量鉄骨造 

□所在地 宮崎県都城市山之口町（みやざきけん みやこのじょうし やまのくちちょう） 

□店舗営業者 宮交ショップアンドレストラン株式会社 

※建物構造、所在地、店舗営業者は上下線共通 

  営業時間     ※変更なし  上下線共通

□ショッピングコーナー  8 時 00分～19時 00分 

□お食事コーナー  8 時 00分～19時 00分 

   その他     ※変更なし  上下線共通

□駐車マス ：大型 6台、小型 58台、バイク 4台、身障者 3台  

□トイレ ：男性 小 10、大 3、 女性 10 

リニューアル店舗位置図

山之口ＳＡ 


