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令和3年7月16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 

E2山陽自動車道 吉備サービスエリア（下り線） 

8月2日（月曜）にリニューアルオープン！ 
～  晴れの国おかやまの魅力をギュッと凝縮 “おかやま みりょく マーケット”誕生！  ～ 

ＮＥＸＣＯ西日本中国支社（広島市安佐南区、支社長：真
さな

 伸
のぶ

行
ゆき

）と西日本高速道路サービス・ホールディン

グス株式会社中国支社（広島市中区、支社長：東嶋
とうじま

 彰一
しょういち

）は、改築工事を実施していました吉備サービスエリ

ア（ＳＡ）（下り線：広島方面）の店舗建物を、令和3年8月2日（月曜）にリニューアルオープンします。 

高速道路内で、晴れの国おかやまの３つの“み力”（実：フルーツ、味：魚・肉、未：高速初）をマーケット（市場）

のような臨場感で味わうことができる店舗が誕生します。 

【実】 ぼっけぇジューシーおかやまベジフル 

 ・ 地元で収穫された桃やマスカットなどの果物・新鮮野菜等を提供する「モモタロウマルシェ」、地元生産

者直送のぶどうなど、旬の果物を惜しみなく使用したフルーツサンドや倉敷レタスを使用したご当地サ

ンドイッチが自慢の「ベーカリー」が登場。 

【味】 でーれーうめぇおかやまめし 

・ 総料理長が目利きした瀬戸内海の海の幸を代表する食材を使用したメニューを満喫できる「和食レスト

ラン」、24 時間営業の「フードコート」では岡山のご当地グルメのデミカツ丼等の豊富な品揃えでお客さ

まをお出迎え。 

【未】 こがーなもんが高速道路にあるんか 

  ・ 地元岡山県発祥のサンマルクカフェの新業態「サンマルクカフェ＋Ｒ」が高速道路に初出店。「＋Ｒ」限定

商品の「プレミアムチョコクロ」等をはじめ、高速道路ではここにしかないワンランク上のメニューが「おか

やま みりょく マーケット」のひと時を彩ります。 



また、一般道からご利用いただける「ウェルカムゲート」も整備していますので、地域の皆さまにも愛されるエ

リアを目指します。 

  季節によって表情の変わる何度立ち寄っても新鮮に感じられる空間で岡山の魅力を存分にお楽しみください。 

○ 場所・営業者 

E2山陽自動車道 吉備ＳＡ（下り線） 《岡山県岡山市北区今岡》 岡山ルートサービス株式会社

○ リニューアルオープン日時 

令和3年8月2日（月曜）  8時00分 

  ○ リニューアルオープン後の営業時間 

    24時間営業 （一部コーナーを除く） 

8/2 オープン予定 ショップイメージ 

4/28 先行オープン フードコート客席 5/2 先行オープン サンマルクカフェ 



建物規模
1,168㎡ → 1,346㎡ （＋ 178㎡）
フードコート 111㎡→233㎡（＋ 122㎡）
ショッピング 105㎡→186㎡（＋ 81㎡）

所在地 岡山県岡山市北区今岡４７６

店舗運営者 岡山ルートサービス株式会社

営業時間 ショッピング・フードコート ２４時間
その他のコーナーは時間営業となります

インフォメーション 平日 8時～17時 土日祝日 7時～17時

ウェルカムゲート 一般道から当該店舗をご利用可能です。
駐車場 ７台

リニューアル概要

新店舗案内図

フードコートショッピングコーナー
和食
レストラン

テイクアウト

ベーカリー

マルシェ

ベーカリー マルシェ

吉備SA 下り線E2 山陽自動車道

4/28,5/2先行オープン済



吉備SA 下り線E2 山陽自動車道

地元生産者から直接
仕入れた新鮮なフルー
ツを販売。色とりどりの
フルーツの味はもちろん、
香りも楽しめます。
発送にも対応しており
ますので是非お買い求
めください。

岡山県産
フルーツ

「桃太郎」の「桃」にちなみ、
甘さたっぷりの「おかやま夢
白桃」を贅沢に使ったソフ
トクリームが誕生。トッピン
グの「きびんだんご」との相
性もばっちりです。

桃太郎ソフト
500円（税込）

桃太郎と対峙する「赤鬼」を
岡山県産のベリーで表現。
口いっぱいにベリーの爽やか
な甘酸っぱさが広がります。
桃太郎ソフトと食べ比べても
楽しめます。
※産地は、季節によって変わります。

赤鬼ソフト
500円（税込）

岡山県の酪農家が育
てた100％ジャージー
乳と季節ごとに異なる
旬の地元フルーツを使
用した自慢のジェラート
があなたの休息時間を
彩ります。

ジェラート各種 400円（税込）～

地元岡山県産の旬の
フルーツ（シャインマス
カット・ブルーベリー・イ
チゴ）を甘さ控えめの
たっぷりのホイップとカス
タードクリームで挟み込
んだフルーツサンド。

ぶどうのサンド
380円（税込）

焼きたての塩バターパ
ンにベーコン、フレッシュ
な倉敷れたす、トマトを
挟んだボリューム満点
のサンドイッチ。

塩バターパン
BLTサンド

バター、卵をふんだんに
使ったフワフワのブリオッ
シュ生地で蒜山ジャー
ジー牛乳を使ったクリー
ムを包んだ、なめらかク
リームパン。

蜂蜜の甘さと生クリー
ムバターの風味が香る
プレミアムタイプの食パ
ン。焼いてもよし、その
まま食べてもよし、いつ
でもふんわり美味しく召
し上がれ。

採れたて果物からスイーツまで
「フルーツ王国おかやま」 の味覚を
季節ごとにお届けします！

実
おかやまの

マルシェ

豊富な種類の焼きたてパンと
手作りサンドイッチで楽しい旅をサポート。

実
おかやまの

ベーカリー

350円（税込）

倉敷
れたす
使用

蒜山ジャージー
クリームパン

180円（税込）

贅沢な食パン（プチ）160円（税込）



大人気の「チョコクロ」
のおいしさそのままに、
さらに外はザクザクの新
触感。季節に合わせた
新しいプレミアムチョコク
ロも続々と登場。

厳選した上質な豆を使
用した挽きたてのコーヒー
の香りが休息空間を彩り
ます。なお、「+R」のコー
ヒーは従来店舗より増量、
テイクアウトにも最適。

一杯だてアイスコーヒー 300円（税込）

「サンマルクカフェ+R」のご紹介

サンマルクカフェで培ったお客さまへのこれらの想いにさら
に“＋”にしていきたい・・・そんな気持ちを込めています。

ドライブの合間のほっと一息を
挽きたてのコーヒーと焼きたての
チョコクロで楽しみませんか。

吉備SA 下り線E2 山陽自動車道

Rich
（リッチ）

サンマルクカフェで一番人気のチョコクロシ
リーズを進化させたプレミアムチョコクロシ
リーズをはじめとした、ちょっとリッチなメ
ニュー。

Relax
（リラックス）

お一人での時間や大切な人との時間・・・、
様々なシーンでリラックスできる空間。

Rhythm
（リズム）

この場所がお客様の日常のリズムになって
ほしい。

に込めた思い

瀬戸内海産の鯛の本来
美味しさを堪能いただけ
ます。鯛のうまみが出汁に
溶け出し、最後までおい
しい一品。
※産地は、旬によって変わり
ます。

プレミアムチョコクロ 280円（税込）

レストラン フードコート

鯛茶御膳 1,480円（税込）

瀬戸内の「鯛」「鰆」等
の地魚を中心に、種
類豊富な旬のお刺身
が楽しめます。
※魚の種類・産地は、旬に
よって変わります。

お刺身御膳 1,800円（税込）

地元岡山で80年以
上愛されている地元グ
ルメ。卵の甘み、コクの
あるデミグラスソース、
お肉の旨みが口いっぱ
いに広がります。

温玉デミカツ丼 880円（税込）

「赤鬼」を赤い唐辛子
麺で表現した当店オリ
ジナルの一品。ピリ辛
スープにホルモンをトッ
ピングし癖になるおいし
さ。ご自宅でも楽しめ
る、お土産用もご用意。

赤鬼ラーメン 900円（税込）

TAKE
OUT
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味
おかやまの

味
おかやまの

未
おかやまの 高速初！
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ここに掲載しきれない逸品もまだまだたくさん！
ぜひ店頭をご覧ください♪ショッピング

吉備SA 下り線E2 山陽自動車道

取 扱 商 品
このマークが表示されている商品は、「NEXCO西日本オンラインショップ」でも販売しています。

180年以上も岡山県
民に愛された、岡山で
圧倒的人気を誇る逸
品。なめらかな口当た
りのこし餡と、甘酒が練
り込まれた皮の奥深い
コクを楽しめます。

岡山県産
フルーツ

岡山県産
フルーツ

岡山県産
フルーツ

当店人気No.1のオリ
ジナル和菓子。晴れの
国おかやまで育った米
粉と小麦粉を使ったふ
わふわもちもちのどら焼
きです。

できたての美味しさを、
お手軽に！スピーディーに！テイクアウト

ミックスケバブ 750円（税込）

大手まんぢゅう（8個）864円（税込）

和製クレープのような外
皮で上品な甘さの粒あ
んを包んだ、倉敷を代
表する銘菓。

むらすずめ（8個）1,300円（税込）

岡山晴れどら（5個）1,250円（税込）

太陽と仲のいいおかやま果実で作った
「無添加 飲む酢」 各700円（税込）

岡山産フルーツを新鮮
な う ち に加工した 、
ジュースのように飲める
酢です。料理酢の他、
スイーツのトッピングにも
使える優れもの。

さっぱりした塩ダレで
味付けした吉備SA
（下り線）テイクア
ウト人気No.2の牛
タン串。焼きたての
香りが食欲をそそり
ます！大満足のbig
サイズ（通常比1.5
倍）も販売。

吉備SA（下り線）
テイクアウトの人気
No.1のミックスケバブ
がリニューアル後も登
場！チキン、ビーフそ
れぞれ違う味付けの
ミックスは同時に二つ
の味を楽しめるお得
な一品。

牛タン串 680円（税込）

TAKE
OUT

人気
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区画
（業態）

店舗名
営業時間 特色・主な取扱品

マルシェ モモタロウマルシェ
9時～18時

「フルーツ王国おかやま」ならではの新鮮な果
物・野菜や農産加工品を販売。
ご当地ジェラート等スイーツコーナーも併設。

ベーカリー Bakery Momo
7時～20時

吉備ＳＡ下り線に初登場のパン工房。
地元果物を使った「フルーツサンド」が自慢。

レストラン 温羅の郷
11時～21時

総料理長が目利きした、瀬戸内の素材を活か
した和食料理店。

フード
コート

う麺じゃ
24時間

岡山県産小麦使用の細麺と特製唐辛子麺
が特徴のご当地ラーメンコーナー。

丼ぶらこ
24時間

ご当地丼「デミカツ丼」や「海鮮丼」などの丼、
うどんコーナー。

晴ればれ食堂
10時～22時

特製の唐揚げが自慢の「唐揚げ定食」や「鯖の
生姜煮定食」などの定食専門コーナー。

カフェ サンマルクカフェ
7時～19時

ＳＡＰＡ全国初出店のカフェチェーン。
新業態「＋Ｒ」（プラスアール）の出店。

ショッピング 24時間
銘菓「大手まんぢゅう」や吉備団子をはじめとし
た岡山銘菓を中心に、ご当地のデニム雑貨、
ドン・キホーテのサテライトコーナーも初出店。

テイク
アウト

ケバブハウス
9時～17時

トルコ人シェフが作るケバブサンドとトルコアイス
のお店。

アゲアゲKING
情熱フライヤー
9時～17時

オリジナル唐揚げが自慢の揚げ物専門店。

ガブリン亭
9時～17時 牛タン串と大玉たこ焼が大人気。

吉備SA 下り線E2 山陽自動車道

店舗概要・施設一覧

※新型コロナウィルス拡大防止対策により、営業時間を変更する場合があります。
詳しくは、NEXCO西日本ホームページ等でご確認ください。



チョコクロBOX（850円・5個入）及び
プレミアムチョコクロBOX（1,200円・5個入）をそれぞれ１個増量

ご来店プレゼント

吉備SA 下り線E2 山陽自動車道

オープニングサービス

期間限定サービス② 8月2日（月）～6日（金）

「岡山晴れどら2個」、「ブラックブラックガム」のセット
（先着100名様）

8月2日（月）

「きびだんご」
（先着200名様）

8月3日（火）

ショッピング

① 桃太郎ソフトを限定価格380円（通常500円）で提供
② 2,000円以上のお買い上げで、
マルシェ内ソフトクリームまたはジェラートを1個プレゼント

ベーカリー 1,000円以上お買い上げで、
ベーカリーの「コーヒー無料券」をプレゼント

レストラン
オープン記念メニューを販売（数量限定）

フードコート ラーメン（単品・セット）をご注文のお客さまへ
「塩分チャージタブレット」プレゼント（先着200名様）

カフェ

1,000円以上お買い上げで、ペットボトル飲料をプレゼント
（先着360名様）

期間限定サービス① 8月2日（月）

マルシェ



＜ 取組みの具体例 ＞

現在、サービスエリア・パーキングエリアでは、新型コロナウイルス感染症の感染防止
対策に努めております。
お客さまにおかれましても、お客さま同士のご不安解消のため、入店時のマスクの着
用と手指の消毒等にご協力いただきますとともに、お食事中における会話の際にマスク
を着用いただきますようお願いいたします。なお、体調の悪い方(熱っぽい方)、マスク
等を着用されないお客さまは入店をご遠慮下さい。

検温器の導入
入店時のアルコールによる手指消毒とあわ
せて、検温のご協力をお願いいたします。

【新型コロナウイルス感染拡大防止への取組み】

アルコール消毒及び検温器
（イメージ）

ゆとりある通路幅を確保
リニューアルにあわせて通路幅の拡張を
行い、安心して買い物等を楽しんでいた
だける空間を確保します。

吉備SA（下り線）の主な追加対応

店内入口での、お客さまへのマスク着用と手指の消毒のお願い

売り場、お買い物かご、食券券売機ボタンなどの共用部の消毒

スタッフの検温など健康管理の徹底

定期的な店内換気（30分に一回常時開放）、自動ドアの開放

ソーシャルディスタンスの徹底
(レジ待ちの距離確保、飲食コーナーの客席間引き)
飛沫拡散防止
(レジカウンター仕切り、個包装、試食の中止、客席テーブルのアクリル板、
カトラリー・カスターセットの感染対策)

広くなった通路
（イメージ）



○ 報道関係者さま向け取材対応案内 

リニューアルオープンに先立ち、下記の日程にて取材対応を行わせて頂きます。 

①7月30日（金曜）13時～17時 

②7月31日（土曜） 9時～17時 

③8月  1日（日曜） 9時～17時 

※上記日程において、ご希望の取材日時をご連絡ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、あらかじめ以下についてご了承ください。 

・取材頂ける施設の範囲は、ショッピングコーナー・ベーカリーなど（工事区画範囲内のみ）となります。 

なお、各コーナーのメニューにつきましては、工事区間範囲内で取材頂けます。 

・各社様の取材日時の重複を避けるため、取材ご要望の連絡を頂きました後、折り返し取材日時の 

ご相談をいたします。 

取材頂ける際は、別紙への記入およびファクス送信をお願いいたします。 

新型コロナウイルス感染症への対応 

サービスエリア、パーキングエリアでは皆さまに安心してご利用いただくために、スタッフのマスク着用と

手指の消毒、定期的な店内換気、飛沫拡散防止(レジカウンター仕切り等)などの感染拡大防止に向け

た取り組みを実施しています。 

オープニングサービスや店舗の営業時間などについては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 

施設全般に関するお問い合わせは、 

ＮＥＸＣＯ西日本 中国支社  

広報課 草薙
くさなぎ

、満薗
みつぞの

   TEL：082-831-4438（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㈱ 中国支社 

総務課 川野
かわの

、荒木
あら き

   TEL：082-545-5937（代表） 

※本資料は、岡山県政記者クラブ、岡山経済記者クラブ、中国地方建設記者クラブ、合同庁舎記者クラ

ブ、広島県政記者クラブ、広島経済記者クラブにお配りしています。 



報道関係各位

～E2山陽自動車道 吉備ＳＡ（ 下り線） リニューアルオープン～ 

吉備ＳＡ（ 下り線） リニューアルオープンに伴う取材をご希望される方は、太枠内に御社名などをご記

入のうえ、7月21日（ 水曜） までに、以下の連絡先あてファクス送信にてお申し込みください。 

取材日程： ①7月30日（金曜）13時～17時 

②7月31日（土曜） 9時～17時 

③8月  1日（日曜） 9時～17時 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各社様の取材日時の重複を避ける 

ため、取材ご要望の連絡を頂きました後、折り返し取材日時のご相談をいたします。 

場所： E2山陽自動車道 吉備サービスエリア（ 下り線）  

連絡先（ ファクス番号）： 082-545-6068 

西日本高速道路サービス・ ホールディングス株式会社 中国支社 総務課 宛 

≪ご留意頂きたい事項≫ 

  ①手指の消毒・ マスク着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。  

  ②当日、発熱や体調不良の症状がある方は、参加をお控えください。

別紙

取材対応のご案内 

《 取材ご要望内容》  

御社名：                                 

ご担当者名：                               

取材希望日時（上記①～③の日程の中からご希望ください）：       

【第１希望】  月  日（  曜） 時～                

【第２希望】  月  日（  曜） 時～                

電話番号：                                

Ｆ ＡＸまたはメールアドレス：                       

取材人数：                                


