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令和 2 年 12 月 11 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 

 

 

「恋人の聖地リニューアルイベント in 伊予灘 SA（上り線）」を開催します 
～伊予灘 SA「恋人の聖地」ハートロックフェンス代替施設のお披露目、 

沿線自治体による地域特産品の販売、同日開催「SAPA お客さま感謝 DAY」～ 

 

 NEXCO 西日本四国支社（支社長：野口 和也、香川県高松市）と西日本高速道路サービス・ホールディングス株式

会社四国支社（支社長：今福 重徳、香川県高松市）は、令和 2 年 12 月 19 日（土曜）に、沿線自治体のご協力のもと

「恋人の聖地リニューアルイベント in 伊予灘サービスエリア（SA）（上り線）」を開催します。 

なお、当日は伊予灘 SA を含めショッピングコーナーでのお買い物が 2 割引きとなる「SAPA お客さま感謝 DAY」

を NEXCO 西日本の SA・PA156 箇所で開催中です。ぜひお立ち寄りください。 

 

 

1．リニューアルの経緯及びイベントの概要 

 令和元年 6 月 28 日に安全上の観点から撤去したハートロックフェンスの代替として、フェンスに付けら

れた南京錠(ハートロック)を再生したプレート及びハート型のトピアリーのモニュメントを設置すること

になりました。 ※詳細は別紙 1 参照 

 

 今回のイベントではモニュメントのお披露目の他、沿線自治体の

ご協力による「伊予灘マルシェ（地域特産品の販売、観光 PR）」の

開催のほか、当日限定のお得なサービス・イベントの開催、地元伊

予市のゆるキャラなどの出演も予定しています。併せて、愛媛大学

と連携した「写真が撮りたくなるサービスエリア」に向けた施策な

どのご紹介も行います。 

 

2．開催日時   

 令和 2 年 12 月 19 日（土曜）10 時 00 分～17 時 00 分頃まで（雨天決行） 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを延期する場合がございます。 

 

3．開催場所 

 E56 松山自動車道 松山 IC～伊予 IC 間  

  伊予灘 SA（上り線：高松方面行き） 

 所在地：愛媛県伊予市宮下 2804-1 

  ※伊予灘 SA は上下線の敷地が横に並ぶ形になっております。 

  ※西側の建物が上り線になります。 

（モニュメントのイメージ） 

伊予灘SA は夕日も綺麗なスポットです！ 

（当日の伊予市の日の入り時刻 17：04） 

伊予灘SA 上り線からの夕日 
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【外部駐車スペース】※スペースが限られていますので出来る限り乗り合いでお越しください。  

 

駐車スペース 

モニュメント 

イベント会場 

 
一般道からのルート 
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4．主なイベント内容 

①モニュメントお披露目セレモニーの実施 

  除幕式（10：00～） 

  イルミネーション点灯式（17：00 頃） 

 

②「伊予灘マルシェ」（地域特産品の特設販売、観光 PR） ※詳細は別紙 2 参照 

  じゃこ天、みかん蛇口ジュースなどの販売 

  焼き栗、栗ケーキなどの販売（伊予市） 

  松前
ま さ き

餃子の実演販売（松前町） 

  七福芋の芋天ぷらの実演販売（新居浜市） 

  こどもの城 PR（愛媛県）             

注：上記の地域特産品の販売は、「SAPA お客さま感謝 DAY」の対象外となります。 

 

③イベントの実施              

  ガラポン抽選会（14：00～17：00） 

  景品付きじゃんけん大会(16:30～17:00) 

  地元のゆるキャラが登場して盛り上げてくれます！ 

(みきゃん<愛媛県>、ミカンまる<伊予市>、コシロちゃん<えひめこどもの城>)   

？ 

 

 

 

 

 

 

 

④「SAPA お客さま感謝 DAY」の実施（詳細は別添をご参照ください） 

  第 3 土曜となる 2020 年 12 月 19 日（土）は、管内 SA・PA で開催中の 

「SAPA お客さま感謝 DAY」の対象日です。ショッピングコーナーで 

お買い物するとお買上げ金額から 2 割引いたします。 

※スナックコーナーおよび屋外特設販売台（②記載の地域特産品販売）や 

  宝くじ、たばこ等、一部割引対象外商品がございます。 

 

⑤新コーナーの設置および新メニューの販売 

  伊予農業高校生とのコラボメニュー(左図) 

恋人の聖地をイメージした「伊予灘サンセット」販売 

及び開発した生徒による PR の実施 

  恋みくじコーナーの新規展開(右図) 

  愛媛県名産品のコーナーの新規展開 

 

地元ゆるキャラ 
（左:ミカンまる  中央:みきゃん  右:コシロちゃん） 

伊予灘サンセット～伊予農みかん 

うどん&星サラダ付～（700 円/食） 
恋みくじ(100 円) 

ガラポン抽選会（イメージ） 
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⑥高速道路における取組みのパネル展示  

  愛媛大学との連携施策 ※詳細は別紙 3 参照 

  高速道路の整備効果（付加車線事業及び中山スマート IC 関係） 

 

  ⑦新型コロナウイルス対策について 

  関係者のマスク着用など、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施のうえ開催します。 

 

5．当日スケジュール  

10:00～  セレモニー 

   ・主催者挨拶 

          ・来賓祝辞(伊予市長 武智   典（たけち くにのり）様)  

  ・モニュメント除幕式 

 「伊予灘マルシェ」オープン 

14:00～      ガラポン抽選会 

16:30～       じゃんけん大会 

17:00 頃～  ゆるキャラによるイルミネーション点灯式(イベント終了) 

  ※地元ゆるキャラについては適宜登場   

  ※荒天の場合は、予告なく内容を変更する場合があります。                                 

以  上 

 

 

この件に関する問合せは、 

（イベントの内容・取材に関するお問合せ） 

   NEXCO西日本四国支社広報課 担当/久部・太田  TEL：087-825-1919（マスコミ専用） 

（伊予灘SAの店舗運営・ SAPAお客さま感謝DAYに関するお問合せ） 

   NEXCO西日本ｻｰﾋﾞｽ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 四国支社総務課 担当/薮内・大山  TEL：087-811-1733（代表） 

までお願いいたします。 

※本資料は、愛媛番町記者クラブにお配りしています。 



別紙１  

ハートロックフェンス代替の経緯 
●ハートロックフェンス 

 伊予灘サービスエリア上り線に訪れるカップルが永遠の愛を約束した証を形として何か

残したいという想いから、いつしか展望スペースに設置されているフェンスに錠が掛けら

れるようになった。（ハートロックフェンス）このハートロックフェンスには恋愛成就を願

うカップルにより、メッセージ入りやオリジナルのもの等、たくさんの錠が掛けられていた。 

 

 

 

●「恋人の聖地」に認定 

平成 20 年 11 月にはハートロックフェンスが「恋人の聖地」※認定され、新たに下り線

にもハートロックフェンスを設置し、以降約 10 年間ハートロックフェンスはお客さまにご

愛顧いただいた。 

 

※ 恋人の聖地とは 

恋人の聖地とは、NPO 法人 地域活性化支援センター（所在地：静岡市）が地域活性化・少子化対策 

プロジェクトとして平成 18 年から定めているもので、各地域を代表する公共性を有するロマンチック 

な観光施設･地域を中心に認定されています。（令和 2 年 12 月 1 日現在、全国で 137 箇所認定） 



別紙１  

●ハートロックフェンスの取り外し 

令和元年 6 月、お客さまにご愛顧いただいたハートロックフェンスも、錠の重みによる

倒壊の危険性などを考慮し、安全対策のため撤去を実施。お客さまが思いを込めて設置され

たハートロックの返却（希望者のみ）を行うとともに、返却を希望されなかったハートロッ

クは、ハートロックフェンスに替わる施設として再生することとした。 

 

 
●ハートロックの再生～新たなモニュメントの設置～ 

今回（令和 2 年 12 月）、恋人の聖地にちなみ、ハートロックフェンスに代わるハート型

のトピアリーとハートロックを溶解して制作したプレートのモニュメントを設置すること

とした。(モニュメントについては、上り線のみ設置) 

（モニュメントイメージ図） 

 



別紙 3  

愛媛大学との連携施策 

平成 30 年 2 月、地域に愛される伊予灘 SA を目指し、愛媛大学に伊予灘 SA 活性化を目

的とした連携を申し出、愛媛大学社会共創学部副学部長兼教授の松村
まつむら

暢彦
のぶひこ

先生とのプロジ

ェクトが開始。同学部の学部生による現地調査、当社との意見交換を経て、平成 30 年 10

月に学生主体の提案として、13 のアイデアをまとめた「伊予灘サービスエリア活性化アイ

デア」を提案いただいた。 

   

アイデア提案を受け、四国支社内で検討を行い、提案内容に多数見られた共通のキーワー

ド「写真映え」、「インスタ映え」を踏まえ、「写真が撮りたくなるエリア」を伊予灘 SA の

活性化テーマとして設定。このテーマを軸にアイデア提案を整理。管理上実現が困難なアイ

デア（キャンプ場や池の設置）、事業計画上中長期に実現化を目指すアイデア（店舗の和装

飾）に仕分けるとともに、現地に即した工夫を行いアイデアの実現化を目指すこととした。 

具体化のイメージは下図のとおり。なお、改善項目については直ちに実施している。 

 

今回のイベントに併せて、「店舗全体での和の演出」を除き、上図の取組みの紹介を予定

している。 

以 上 



別紙 3  

<参考写真> 

●新たな特色 

【トピアリーの設置】          【園地の照明ピンク色化】 

     

 

 

 

 

 

●和の演出                  

【ハート型のビー玉を設置】        【恋みくじの設置】 

      

 

 

 

 

 

※夜間の写真映えを狙い、恋人の聖地

オブジェ前通路の足元灯をピンク照明に

変更 

※写真映えを狙い、恋人の聖地オブ

ジェ前通路の足元灯付近にハート型ビ

ー玉を埋設 

※名産品コーナー・恋みくじコーナーに

は、商品に併せて、和の演出を実施 

 

※恋人の聖地にちなみ、ハートロック

フェンスに代わるハート型のトピア

リーとハートロックを溶解して制作

したプレートのモニュメントを設置 

 



別紙 3  

●地域物産展の開催 

※愛媛県及び沿線自治体と今回令和 2 年 12 月 19 日に開催 

●エリアの楽しみ方提案            

【日没時間のパネル掲出】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「写真が撮りたくなるスポットマップ」の作成】  

 

 

伊予灘 SA 上り線 

※夕日と夜景どちらも絶景であることから、美しい夕日の写真と日没時間を表記したパ

ネルを伊予灘 SA(上り線)店舗入口風除室内に掲示 

※エリアの PR ツールとして、SNS 受けが期待できるエリア内の映えスポットを紹介するマップを

作成 

※イメージ 

※イメージ 



別紙 2  

伊予灘マルシェ(地域特産品の特設販売、観光 PR) 

 

当日販売予定の地域特産品の一部をご紹介。(以下の写真は全てイメージ) 

じゃこ天、みかん蛇口ジュースなどの販売(SA テナントブース) 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼き栗、栗ケーキなどの販売(伊予市ブース)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【じゃこ天】 【みかん蛇口ジュース】 

【中山産の焼栗】 【されだにゆずこしょう】 

○地元からの PR コメント 
【中山産の焼栗】 
  圧力釜でホクホクに焼き上げた中山栗！皮の切れ目がパカっと割れて、 

  食べやすく、やみつきになります！ 
【されだにゆずこしょう】  
 柚子の皮を手作業ですりおろして作る柚子胡椒。香り際立つ逸品です！ 
 伊予市中山町佐

さ

礼
れ

谷
だに

地区から、厳選した美味しい品物をお持ちします！ 

○テナントからの PR コメント 
【じゃこ天】 

愛媛県八幡浜に拠点を置く「谷本蒲鉾店」のじゃこ天などを販売。 
  じゃこカツをごはんで挟んだ「じゃこカツライスバーガー」がおすすめ！ 

【みかん蛇口ジュース】 
松山市内で密かに名物とされている「蛇口からみかんジュース」が SA で 
1 杯 100 円で体験できちゃいます！美味しいみかんジュースをどうぞ！ 



別紙 2  

松前
ま さ き

餃子の実演販売(松前町ブース)   七福芋の芋天ぷらの実演販売(新居浜市ブース)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもの城 PR(愛媛県ブース) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【はだか麦餃子】 【七福芋】 

○地元からの PR コメント 
【はだか麦餃子】 
 松前産のはだか麦など、松前町の美味しいを集めて作った餃子です。 
【七福芋】 
 地元では「白芋」の愛称で親しまれ、白味をおびた皮と高い糖度が特徴の 

  新居浜市沖の大島で育ったさつまいもの一種です。環境条件が厳しく、 
 島でしか豊かな甘みのある七福芋が育ちにくいとされていますが、大島での 
 生産量は少なく、その希少性から「幻のさつまいも」とも呼ばれています。 

【えひめこどもの城×アオアシ×愛媛 FC ラッピングカー】 

○地元からの PR コメント 
【えひめこどもの城×アオアシ×愛媛 FC ラッピングカー】  
 愛媛県が導入し、「えひめこどもの城」で活躍するラッピングカーが伊予灘 SA に 

登場します！このラッピングカーは、愛媛で暮らす子どもたちの夢や挑戦を応援 
 するため、株式会社愛媛 FC と連携し、愛媛県出身の漫画家小林有吾さん(※)に 
 書き下ろしていただいたオリジナルイラストを全面にラッピングしたものです。 
  ※週刊ビックコミックスピリッツ(小学館)誌上で「アオアシ」を連載中 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

「新しい生活様式」でがんばる皆さまに感謝をお伝えし、SA・PAをご利用されるお客さまを応援する企画といたし

まして、NEXCO西日本管内のSA・PA対象156箇所（四国管内14箇所）にて、2020年10月～2021年3月までの期間限

定で、毎月第3土曜日に対象店舗のショッピングコーナーおよびベーカリーコーナーにて2割引を行う「SAPAお客さ

ま感謝DAY」を開催しております。 

これからもお客さまに快適にご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止に万全の対策を講じてま

いりますので、ぜひこの機会にSA・PAでのお買い物をお楽しみください！ 

1. 開催期間  毎月第3土曜日（2020年10月～2021年3月） ※次回の開催日は12月19日（土）です。 

2. 対象店舗  NEXCO西日本管内のSAPA156箇所  ※コンビニ、専門店、ガソリンスタンドを除く 

            【四国管内14箇所】 

E32 徳島自動車道 上板SA （上下線）、吉野川SA（上り線） 

E11 松山自動車道 石鎚山SA （上下線）、E56 松山自動車道 伊予灘SA（上下線） 

E11 高松自動車道 府中湖PA （下り線）、豊浜SA （上下線） 

E32 高知自動車道 馬立PA （上り線）、立川PA （下り線）、南国SA （上下線）  

3. 開催内容  対象店舗のショッピングコーナーおよびベーカリーコーナーにて20％割引を行います。 

           ※レストラン、スナックコーナー、テイクアウト、自動販売機を除く 

※一部割引対象外商品があります。 

4. 開催状況   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「SAPAお客さま感謝DAY」 開催概要 

次回は 

12月19日 

別 添 

 

2021年1月～3月まで、毎月第3土曜日に加え、毎月第2水曜日も対象店舗のショッピングコーナーおよび 

ベーカリーコーナーで２割引を行います。 

来年1月からは第2水曜、第3土曜が2割引！ 「SAPAプレミアム水曜日」 開催！ 
ニ ス イ サ ン ド 

▲高松自動車道 豊浜SA（下り線） ▲松山自動車道 石鎚山SA（下り線） 


