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輪厚パーキングエリア グランドオープン１周年記念イベントを開催します
～ ドラマチックエリア輪厚（上り線） ～
ＮＥＸＣＯ東日本北海道支社（札幌市厚別区）とネクセリア東日本札幌支店（札幌市厚別区）は、
昨年４月２５日にグランドオープンした道内高速道路の休憩施設で最大規模を誇る「 Ｅ５ 道央自
動車道 輪厚パーキングエリア（ＰＡ）上り線・苫小牧方面」において、日頃の感謝の気持ちを込めて、
オープン１周年記念お客さま感謝イベントを開催します。

イベントでは、北海道を代表するＰＡとして、道内各地の「美味しいもの」や「楽しいこと」との出会いと
「北の地の魅力」をお楽しみいただける空間を演出するほか、お食事やお買い物をされたお客さまを対
象に抽選会や各種プレゼントをご用意しております。
高速道路をご利用のうえ、お立ち寄りください。

【イベント等概要】
○日時：平成３０年４月２２日（日）
○場所：道央自動車道 輪厚ＰＡ（上り線・苫小牧方面） 北広島市輪厚５３１－６
○お客さま感謝イベント
１．「美唄市とんでん太鼓保存会」による和太鼓の演奏
２．お土産品詰合せなどが当たる「１周年ありがとう抽選会」
３．北広島市のご当地キャラクター「きたひろ・まいピー」が登場！
〇お客さま感謝企画（４月２２日から４月２５日まで実施）
 人気メニューの復活やトッピングサービス、１周年記念商品の販売、各種プレゼントなど

別 紙

オープン１周年記念お客さま感謝イベント・サービス
お客さま感謝イベント
【平成 30 年 4 月 22 日（日）】
実施場所
実施内容
○「美唄市とんでん太鼓保存会」による和太鼓の演奏を実施。
※4/22（日）のみ
【１回目演奏】11 時 00 分から 11 時 30 分まで
【２回目演奏】13 時 30 分から 14 時 00 分まで
地元に伝わる太鼓演奏の伝承と地域文化の振興を目的に、道内を中心に
活動されている「美唄市とんでん太鼓保存会」の皆さまによる和太鼓の演奏を
実施します。
※雨天・荒天時の場合は中止を予定しています。
店舗外
＜美唄市とんでん太鼓保存会＞
（園地）

１周年記念特典

店舗外
（建物前面）

イベントスペース
「シーズンマルシェ」

○お土産品詰合せなどが当たる「１周年ありがとう抽選会」を実施。
※4/22（日）のみ
【抽選会】10 時 00 分から 15 時 00 分まで
フードコートでお食事又は各コーナーで税込 1,000 円以上お買い上げのお客
さまを対象に抽選券を進呈。
特設会場にて当エリア自慢のお土産品詰合せ等が当たる抽選会（ガラガラ）
を実施。
○北広島市の特設コーナーにご当地キャラクター「きたひろ・まいピー」が登場！
※4/22（日）のみ
【１回目登場】10 時 00 分から 10 時 30 分まで
【２回目登場】13 時 00 分から 13 時 30 分まで
輪厚 PA の所在する「北広島市」を盛り上げるため、大人気のご当地キャラク
ター「きたひろ・まいピー」が登場！
＜きたひろ・まいピー＞
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お客さま感謝企画
【平成 30 年 4 月 22 日（日）から】
実施場所
実施内容
フードコート
１周年記念特典
「きたみちフードコート」
○大復活メニュー「ブラックカレー」をご注文のお客さまに温泉たまごの
営業時間
トッピングをサービス。
8 時から 20 時まで
※4/22（日）の営業時間中：先着 50 名様
※4/23（月）から 4/25（水）までの営業時間中：各日先着 30 名様
リニューアル前に販売していた人気メニュー、真黒なルーが衝撃的な
ブラックカレー
多くのお客さまの声にお応えして１周年記念メニューとして大復活！
黒いルーにはさまざまな野菜が溶け込んでおり、程よい辛さが大人向
けのカレー
※ブラックカレー税込 680 円、ブラックカツカレー税込 900 円
＜ブラックカツカレー＞

１周年記念特典

○海鮮系小丼ご注文の小学生以下のお子さま限定！お菓子の掴み取り
参加券を進呈。
※4/22（日）の営業時間中：先着 30 名様
海鮮系小丼（いくら、サーモン、いか、甘えび、ほたて、しめさば 計６種
各税込 350 円）をご注文されたお子さまを対象に、お菓子の掴み取りの参
加引換券を進呈。
１周年記念特典

○フードコートで食事をされたお客さまを対象に、テイクアウトコーナー「ワッ
ツ マイ キッチン」でご利用いただけるミニソフトクリーム引換券を進呈。
※4/25（水）の 10 時から 15 時まで：先着 200 名様
ショッピングコーナー
「きたみちマーケット」
営業時間
24 時間

○１周年記念商品の開発・販売。
◇輪厚限定プリントクッキー（税込 648 円/12 枚入）
１周年を記念して販売を開始するオリジナルクッキーは、クッキーやパッ
ケージにクラーク博士やご当地キャラクター「きたひろ・まいピー」のイラス
ト、ドラマチックエリア輪厚（上り線）の建物外観や近隣観光名所の写真など
をあしらい、旅のドラマを演出する土産品として開発・販売。
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実施場所
ショッピングコーナー
「きたみちマーケット」
営業時間
24 時間

実施内容
◇マグネットフィギュア（税込 1,000 円）
１周年を記念して販売を開始するマグネットフィギュアは、ドラマチック
エリア輪厚（上り線）の人気メニューである「大雪さんろく笹豚丼」や「ジンギ
スカン丼」などを模した商品。
全てハンドメイドで、完成度にこだわった珠玉の逸品です。
※販売数量に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
１周年記念特典

テイクアウトコーナー

○１周年の感謝の気持ちを込めて、「きたみちマーケット」でお買い物を
されたお客さまに粗品を進呈。
※4/25（水）の 8 時から 24 時まで：先着 500 名様
○１周年記念商品の開発・販売。

「ワッツ マイ キッチン」

営業時間
9 時から 17 時まで

◇オリジナルコロッケ（税込 180 円）
１周年を記念して販売を開始するオリジナルコロッケは、フードコートの食
材を使用して開発。
１周年記念特典

○「オリジナルコロッケ」を通常税込 180 円のところ、4 日間に限り税込 150
円で提供します。
※4/22（日）から 4/25（水）までの営業時間中：売り切れ次第、終了
※販売数量に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
１周年記念特典

○「新感覚アイスコーヒー」を通常税込 280 円のところ、4 日間に限り税込
250 円で提供します。
※4/22（日）から 4/25（水）までの営業時間中：売り切れ次第、終了
まるでムースのようにきめ細かな泡が、今まで体験したことのないまろや
かな口当たりを実現した新感覚のアイスコーヒーを導入。
※販売数量に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
１周年記念特典

イベントスペース
「シーズンマルシェ」
営業時間
9 時から 17 時まで

○ソフトクリームのトッピングサービス
※4/25（水）の営業時間中：先着 50 名様
「ソフトクリーム」をお買い上げいただいたお客さまに、オリジナルクッキー
を添えて提供します。
※箱根牧場 プレミアムチーズソフト 税込 380 円、
箱根牧場 ソフトクリーム 税込 330 円
○北広島市の特設コーナーの設置。
１周年を記念して設置する特設コーナーでは、輪厚 PA の所在する「北
広島市」の素晴らしさをＰＲするため、同市の特産品やオリジナルグッズを
販売します。
※販売数量に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。
※写真はイメージです
以 上

