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   令和 4 年 2 月 21 日 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

株式会社ジェイグループホールディングス 

 

報 道 関 係 各 位 

 

E1 名神高速道路 大津サービスエリア（下り線） 

3 月 12 日（土曜） リニューアルオープン！ 
 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社関西支社（大阪府吹田市、支社長：石田 英
え い

）と株式

会社ジェイグループホールディングス（愛知県名古屋市、代表取締役：新田 治郎）は、大津サービスエリア

（SA）下り線（大阪方面）をリニューアルオープンします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人や品が集まる賑わい市場をイメージしたショッピングコーナー「大津楽市」をはじめ、お馴染みの人気店「大阪

王将」、北海道クリームにこだわったスイーツカフェ「MouMouCafe」など、数々の銘店が勢揃いします。また、シャワ

ーとコインランドリー、マッサージチェア、レストコーナーを備えた「ドライバーズコーナー」を設置し、お客さまの利便

性向上にこだわりました。 

 

 

【リニューアル概要】 

・ 場 所 ： E1 名神高速道路 大津 SA（下り線）（大阪方面） 

・ 店 舗 営 業 者 ： 株式会社ジェイグループホールディングス 

・ フルオープン日時 ： 令和 4 年 3 月 12 日（土） 

    ※店内各コーナーの詳細につきましては、別添資料をご覧ください。 

 

【リニューアル記念イベント】 

 リニューアルオープンを記念して、3 月 12 日、13 日にオープニングイベントを開催いたします。 

 

①展望デッキ（3F）にてマルシェの開催（3 月 12 日限定） 

 「レーク滋賀農業協同組合（以下、JA レーク滋賀）」の協力のもと、イチゴやジェラートなど滋賀の旬な野菜やフ

ルーツ、加工品などを販売します。「JA レーク滋賀」の公認ゆるキャラも登場予定です。 
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②びわ湖大津観光協会による観光案内ブースの設営（3 月 12 日限定） 

 特設観光ブースでは、ご来店のお客さまに滋賀の魅力をご紹介いたします。 

 

③お楽しみガチャガチャ抽選会（3 月 12 日 10 時～16 時限定） 

 大津 SA（下）ショッピングコーナーで 1,000 円以上ご購入いただいたお客さまに、ガチャガチャ抽選会を開催い

たします。特典をいっぱいご用意してお待ちしております。 

 

④リニューアル記念割引、記念販売（3 月 12 日、13 日限定） 

 ショッピングコーナー（1F）  琵琶湖の月姿（4 個入り） 通常 650 円を 500 円で販売 

                   琵琶湖の月姿（8 個入り） 通常 1,200 円を 900 円で販売 

                   マルデメロン         通常 1,500 円を 1,000 円で販売 

 テイクアウトコーナー（1F）   近江牛串 通常 1,380 円を 1,000 円で販売（各日 30 本限定） 

大津カレーパン 通常 280 円を 150 円で販売 

 フードコート（2F）          高虎特製近江牛ハンバーグ定食（1,000円）を2日間限定販売（各日30食限定） 

 ドライバーズコーナー（2F）  特製豚汁 通常 200 円を 100 円で販売 

                   おでん各種 通常 120 円を 100 円で販売 

 

※価格はすべて税込価格です。 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施内容を変更する場合がございます。 

 

 

  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)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。 

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、変更となる場合がございますので、 

予めご了承ください。 

 

 

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㈱ 関西支社 総務課 末次
す え つ ぐ

、京野
き ょ う の

  電話：06-7174-8800（代表） 

   ※内覧会は実施いたしませんが、個別取材をご希望の際は上記連絡先までお願いいたします。 

   ※本資料は、関西レジャー記者クラブ、滋賀県政記者クラブ にお配りしています。 

 

 



１階 ショッピングコーナー

ショッピングコーナー「大津楽市」

オープンイメージ

ショッピングコーナー「大津楽市」がオープンします。名神と新名神の流れが
重なる立地を捉え「東海道」には菓子と雑貨を、「伊勢街道」には自己消費商品と
テイクアウトを取り揃えました。

琵琶湖の月姿
8個入 1,200円

餅入り生きんつば
6個入 894円

マルデメロン
1,500円

大津絵煎餅
16枚入 756円

大津SA（下）
限定販売

大津SA（下）
限定販売

NEW

NEW NEW

※価格はすべて税込み



１階 ショッピングコーナー

ショッピングコーナー「大津楽市」

こだわり製法の焼き芋機を新導入！
ホックホク「焼き芋」あります！

Shinateruの高島帆布カバン
各種 880円～

Hung out 信楽焼
各種 1,200円～

「ｓhinateru-しなてる-」

高島帆布カバン
使い込むほどに味が出る帆布を使って、
技術を活かしたモノづくりをしています。
ＭＡＤＥ in SHIGAをあなたに。

焼き芋 350円
芋けんぴ 450円
干し芋 各種 180円～

NEW

NEW

「Hung out」の信楽焼

キッチンとアウトドアの境目を
無くし、もっと自由に料理を作ること
食べることを楽しみたい！
そんな願いから生まれました。

※価格はすべて税込み



博多にある「かわ屋」は連日満席で予約の取れない
焼き鳥屋。丁寧に６日間かけて仕込む「名代かわ焼き」
を是非ご堪能下さい。

ボリューム満点のから揚
3個 270円

名代 かわ焼き
１本 200円

大津サービスエリアの新名物、カレーパン専門店です。
発売４ヶ月で８０００個以上を販売。

大津カレーパン
1個 280円

１階 テイクアウトコーナー

テイクアウトコーナー

東京都江東区で人気のから揚げの専門店「紅白」大ぶり
から揚げが自慢。地元名物の近江牛を使った、近江牛串
もラインナップ。

〈博多かわ屋〉

〈から揚げ紅白〉

〈大津カレーパン工房〉

※価格はすべて税込み



北海道産クリームのこだわったスイーツカフェ。北海道産の濃厚ソフトやパフェを販売。

テイクアウト特化した「MouMouCafe」です。

１階 テイクアウトコーナー

かるたでPON
ソフトクリーム（抹茶味）

520円

MouMouCafe（1F）

北海道
プレミアムミルク

350円

NEW

※価格はすべて税込み



２階 フードコート

定番の丼や近江牛を用いたメニューのほか、
多彩に取り揃えております。
プロドライバーからファミリー層、
女性までご満足いただけるお店です。

鮭といくらの親子ひつまぶし
1,580円

揚げたてサクサクの天ぷらを定食でご用意。
天丼とおそばとのセットも揃え、ちょっと贅沢な
ひとときを提供します。

フードコート

〈丼 近江高虎〉

〈天ぷら定食 京都おざぶ〉

昇ル えび天丼
（並）980円（上）1,280円

※価格はすべて税込み



２階 フードコート

うどん、そば、そして大津ちゃんぽん。
フードコート定番の麺メニューを地元名物も
交えてラインナップいたしております。

フードコート

野菜たっぷり大津ちゃんぽん
930円

〈大津ちゃんぽん うどん・そば 白髭〉

醤油ラーメン・餃子など
680円～

餃子といえば「大阪王将」。
焼きたての自慢の餃子はもちろんお得な
セットメニューや炒め物、麺など多彩なメニューを
ご用意しております。

〈大阪王将〉

生クリーム専門店が展開するカフェスタンド。北海道産クリームにこだわり、
濃厚だけどさっぱりした味わいが特徴のシフォンケーキなどを販売しております。

北海道産濃厚生クリーム
シフォンケーキ 880円

MouMou Cafe（2F）

※価格はすべて税込み



２階 ドライバーズコーナー

ドライバーズコーナー

シャワー、ランドリー、マッサージチェアなどが運転で疲れた体をサポートします。
温かいおでんや豚汁、自慢のお総菜やお弁当をご用意しております。
もちろん、ドライバーに限らず、家族連れのお客さまなどもご利用いただけます。

シャワー情報

24時間営業
男２室/女1室
200円/10分

おでん各種 120円

コインランドリー情報

24時間営業
洗濯機２台 200円/1回
乾燥機2台 100円/10分

マッサージチェア情報

24時間営業
マッサージチェア3台

400円/16分

お弁当 各種 390円～ 特製豚汁 200円

その他
漫画などご準備！
お気軽にどうぞ！

※価格はすべて税込み



店舗配置図



営業時間

コーナー 営業時間
営業開始日
（令和３年）

1F

MouMou Café
平日 10時～18時
休日 10時～19時

10月12日

から揚げ紅白
平日 10時～18時
休日 9時～19時

10月15日

博多かわ屋
平日 10時～18時
休日 9時～19時

10月15日

大津カレーパン工房
平日 10時～18時
休日 9時～19時

10月15日

マクドナルド 24時間営業 既存

ショッピングコーナー「大津楽市」 24時間営業
令和4年3月12日

リニューアル

2F

丼 近江高虎 10時～21時 10月14日

天ぷら定食 京都おざぶ 10時～21時 10月14日

麺屋 白髭 24時間営業 10月14日

大阪王将 10時～21時 11月1日

MouMou Cafe
平日 10時～18時
休日 10時～19時

10月8日

ドライバーズコーナー
（飲食）

10時～21時 11月24日

ドライバーズコーナー
（シャワー、ランドリー、休憩所）

24時間営業 11月24日


