
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

平成２６年２月２６日 

東日本高速道路株式会社 

ネクセリア東日本株式会社 

 

 

道ナカ商業施設『Ｐａｓａｒ守谷(上り線)』オープニングイベント決定 
 

～ 高速道路初！ＳＡ周辺にお住まいのご家族やスタッフ１００名によるテープカット ～ 

 

ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、道ナカ商業施設「Ｐａｓａｒ（パサール）守谷」（上り線）（茨城県 

守谷市）を、３月１９日（水）午前１０時に常磐自動車道 守谷サービスエリア（ＳＡ）（上り線）にオープンしま

す。 

オープン当日のセレモニーでは、元ファッションモデルで守谷市在住の林マヤさんと守谷ＳＡ周辺にお住

まいのお子さまとそのご家族、並びに常磐自動車道の管理運営に携わる茨城県警の高速隊や当社パトロ

ール隊、Ｐａｓａｒ守谷のスタッフ、コンシェルジェなど総勢１００名によるテープカットを実施します。 

 Ｐａｓａｒ守谷（上り線）では“恵みの森”をコンセプトとし、｢旅の思い出があふれる、賑わいの場｣を創出し、

高速道路初登場となる店や、地元の人気店などを集結して地域の魅力を発信します。 

 

 

【Ｐａｓａｒ守谷上り線オープニングイベントの概要】 

 

オープニングセレモニー  

林マヤさんをゲストにお招きし、オープニングセレモニーを行います。 

日時：平成２６年３月１９日（水） ９時２０分～ 

場所：Ｐａｓａｒ守谷（上り線）（茨城県守谷市） 

内容：（１）テープカット 林マヤさんと地元のお子さま、 

Ｐａｓａｒ守谷のスタッフなど総勢１００名によりテープカットを行います 

（２）Ｐａｓａｒオリジナル記念品のプレゼント（先着２００名様） 

（３）ゲストを交えたトークショー 

 

詳細は別紙１をご覧ください。イベントは都合により内容が変更になる場合があります。 

 

Ｐａｓａｒレーシングカーの展示などオープンを盛り上げる各種イベントを３月２１日（金）～３月２３日（日）の

三連休に実施します。イベント内容は、専用ホームページ（http://www.driveplaza.com/moriya/）にて、

適宜お知らせします。 

 

Ｐａｓａｒは、話題の店舗やその場でしか味わえないグルメなどを取り揃え、お客さまにバラエティ豊かなサ

ービスを提供する当社のフラッグシップとなるＳＡ・ＰＡの商業施設です。Ｐａｓａｒ守谷（上り線）のオープンに

より、Ｐａｓａｒは５ヵ所目となります。 

 

なお、Ｐａｓａｒ守谷（上り線）のオープンにあわせて、トイレや駐車場の改修も実施し、ＳＡ全体が快適で環

境に配慮した施設に生まれ変わります。 

 

また、当ＳＡは、首都直下地震などの大規模災害時に防災拠点として活用するべく、防災機能の強化

にも取り組んでいます。 

 

林マヤさん 



 

 

（Ｐａｓａｒ守谷上り線イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設概要】 

所 在 地 茨城県守谷市大柏 

常磐道（柏ＩＣ～谷和原ＩＣ間） 守谷ＳＡ（上り線） 

 

商業 

施設 

敷地面積 約１７，５００㎡ 

延床面積 約２，８００㎡ 

建物概要 
地上２階建（鉄骨造、一部木造）  
※１階は店舗（約 2,400 ㎡）、２階は事務室・倉庫（約 400 ㎡） 

駐車場 大型 約１００台、小型 約２６０台 

トイレ 男性 小：３６基・大：１４基、女性 ７３基、子供トイレ ６基、多機能 ２基 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｐａｓａｒ」（パサール） 
「パーキングエリア」の“ＰＡ”、「サービスエリア」の“ＳＡ”、リラクゼーション（Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ）の“Ｒ”を組み

合わせたものであり、また、インドネシア語で「市場」を意味します。ＳＡ・ＰＡの新しい形として、「旅の途

中に立寄ってほっと一息つける場所」、「旅の途中で楽しく過ごせるにぎわいの場」をお客さまに提案し

ていきたいとの思いを込めています。 

 

 ［これまでにオープンしたＰａｓａｒ］ 

  ・平 成 ２０年 ３月 ２０日 Ｐａｓａｒ幕張(下り線) 

  ・平 成 ２０年 ７月 ３０日  Ｐａｓａｒ幕張(上り線) 

  ・平 成 ２１年 １１月 １８日 Ｐａｓａｒ羽生(下り線) 

  ・平 成 ２２年 １２月 １日 Ｐａｓａｒ三芳(上り線) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

【守谷ＳＡ位置図】 



 

 

 

■オープニングイベント ３月１９日（水） 

時  間 内  容 

９:２０～ オープニングセレモニー （１００名によるテープカット） 

１０：００ オープン  先着２００名様にオリジナル記念品プレゼント 

１０：１５～１０：４５ 「時空戦士イバライガー」 ヒーローショー＆握手会 

１１：００～１１：１５ トークショー  （ゲスト：林 マヤさん） 

１１：３０～１１：４５ ミニコンサート  Ｄｕｏ ｐｏｎｔｅ ｎｏｔａ（デュオ・ポンテノータ） 

１１：５０～１２：２０ Ｐａｓａｒレーシングカー ドライバー黒澤琢弥トークショー＆撮影会 

１３：００～１３：１５ ミニコンサート  Ｄｕｏ ｐｏｎｔｅ ｎｏｔａ（デュオ・ポンテノータ） 

１３：１５～１３：３０ 茨城県観光ＰＲ 

１４：００～１４：３０ Ｐａｓａｒレーシングカー ドライバー黒澤琢弥トークショー＆撮影会 

 

１０：００～１５：００ 

 

茨城県観光ＰＲ 

ご当地キャラクター「ハッスル黄門」も登場 

 

※イベント内容は、当日の天候、その他の事情により変更・中止になる場合がございます。 

 

ゲスト 

■林 マヤ さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

ファッションモデルとしてデビュー、日本人で初めてフランス版

「マリークレール誌」に登場。パリコレクションをはじめ、数々

のファッションショー等で活躍。その後、個性的なキャラクタ

ーと独自の経験を生かし、タレントとしてテレビ、ラジオ、雑

誌等で活動。自宅で『家庭菜園』を始め、そのこだわりから都

会生活を離れ、茨城（守谷市）へと移住し、自ら野菜を作って

いる。エコや菜園、ファッションをテーマにした講演会、イベント

だけでなく、テレビ、ラジオ等のメディアにも多数出演。 



 

 

 

 

■時空戦士イバライガー               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｄｕｏ ｐｏｎｔｅ ｎｏｔａ（デュオ・ポンテノータ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Ｐａｓａｒレーシングカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＸＣＯ東日本が展開する商業施設「Ｐａｓａｒ」のロ

ゴを背負ったＰａｓａｒレーシングカーは、２０１３年より

新たなレースカテゴリとしてスタートした「インタープロト

シリーズ（ＩＰＳ）」にレース参戦。２０１４年もレース参戦

が決定したレーシングカーがＰａｓａｒ守谷に登場しま

す。 

オープンニングイベントでは、Ｐａｓａｒレーシングカーの

車両展示・プロレーシングドライバー黒澤琢弥氏によ

るトークショー、イメージガールの小泉みゆきさんとの

撮影会が行われますのでお見逃しなく！ 

 

※インタープロトシリーズとは、同レースのために専用

開発された同一マシンによるワンメイクレースでドラ

イバーの技術によって行われるレースです。 

 

”時空戦士イバライガー”は、 人が持つ悪い心から生ま

れた悪の軍団”ジャーク”を倒し、日本を、そして茨城県

を守るため、未来から現代へとやってきました。 

勇気や優しさなど、人が持つ正しい心がエネルギー源の

イバライガーは、みんなの応援を力に変えて日々戦い続

けています。 

茨城県ひたちなか市出身の２人が、桐朋学園大学在学

中の２００１年に結成。イタリア語で ponte は「架け橋」、

nota は「音」という意味。音楽を通じてお客様の心とつなが

りたいという願いをこめて「Duo pontenota(音の架け橋）」と

名付けました。 

水戸芸術館でのリサイタルをはじめ、ギャラリーコンサート、

いばらき文化財団主催「おでかけミュージック」など、多数

の演奏会に出演。  

現在、(財)いばらき文化振興財団登録アーティスト。とも

に、桐朋学園大学音楽学部附属「子どものための音楽教

室」水戸教室非常勤講師。 

ホームページ http://www.pontenota.jimdo.com 



 

 

■オープニング記念イベント ３月２１日（金）～２３日（日） 

 

３月２１日から３月２３日の３日間、オープンを記念してイベントを実施します。 

 

 

（イベント内容の一例） 

 

■Ｐａｓａｒレーシングカーの展示（3/21～3/23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■タヒチアンダンスショー（3/23） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■守谷きずな太鼓（3/23） 

   

  

 

 

■茨城県観光ＰＲ（3/21～3/23） 

  茨城県の観光情報をご提供します。 

  また、小さなお子さまも参加できるゲーム大会などで会場を盛り上げます。 

 

 

 その他、ミニコンサートや大道芸などのイベントを実施しますので、お楽しみください。 

 

※イベント内容は、当日の天候、その他の事情により変更・中止になる場合がございます。 

※イベントの詳細は、専用ホームページ（http://www.driveplaza.com/moriya/） にて適宜お知らせ

いたします。 

地元守谷市で活動しているグループによる

勇壮な太鼓の演奏をお楽しみください。 

 

水戸市を拠点に活動中の「一般社団法人生き粋空間ス

タジオイッツ」に所属するイベントショーチーム『チームタパ

トア』によるタヒチアンダンスショー。 

チームのコンセプトは『タヒチアンで茨城を元気に！、見て

くださる方に幸せを！」。 

講師の KAYO は東京、横浜でプロタヒチアンダンサーとし

て数々のショーに出演の経歴の持ち主。 現在、毎年本

場タヒチに渡りタヒチアンダンスに磨きをかけ生徒指導に

あたっています。リズミカルでダイナミックなタヒチアンダン

スでお客さまを魅了します。 

 

Ｐａｓａｒレーシングカーの展示とプロレーシングド

ライバー黒澤琢弥氏によるドライブに役立つドラ

イビングアドバイスなど楽しいトークショーを行い

ます。 

 トークショーの後には、黒澤琢弥氏とイメージガ

ールの小泉みゆきさんとの撮影会を実施します

ので、是非、ご参加ください。 

 



SSHHOOPP  GGUUIIDDEE  MMAAPP  
 

 

 

 

 

 

 

 

フードコート 

１ 【 鶏三和 】   

創業明治 33 年、近代日本の養鶏産業の基礎を築いたともいえるさんわ 

グループが展開する、純鶏名古屋コーチンを使った親子丼のお店です。秘

伝の“かえし”ととろみのある卵を使用し、鶏肉本来の味を最大限に引き出

したこだわりの親子丼は自慢の逸品です。 

（営業時間 8：00～21：30 ラストオーダー21：00） 

 

２ 【 クックバーン 】 

地元茨城のステーキ専門店が高速道路初出店。茨城産のお米やレンコン

を使用したガーリックライスと、厳選されたステーキ肉やハンバーグなどを、

熱々の鉄板に乗せてワンプレートでご提供します。 

（営業時間 11：00～21：30 ラストオーダー21：00） 

 

 

３ 【 ぼてぢゅう屋台 】 

ぼてぢゅう屋台は、日本全国の本物のご当地グルメをご提供しています。 

焼そば、モダン焼、たこ焼、唐揚げなどのメニューを、お手軽な価格でお楽

しみいただけます。目の前で調理する出来立て熱々の商品をご堪能くださ

い。（営業時間 9：00～21：30 ラストオーダー21：00） 

 

 

４ 【 茨城もりの市場食堂 】 

『市場の食堂』をイメージし、茨城県を代表する『ローズポーク』や茨城県内

の漁港で水揚げされた魚介中心のメニューをご提供します。まさに『いばら

き食堂』！ご帰宅前にもう一度茨城県の味をお楽しみください。 

（営業時間 8：00～21：30 ラストオーダー21：00） 

 

 

別紙 2 

高速初出店 

ＮＥＸＣＯ東日本初出店 

高速初出店 



５ 【 天常庵 】 

天婦羅専門店直伝の揚げたてかき揚げが自慢のうどん・そばのお店です。

油と粉にこだわった天婦羅は香り豊かでサクサク。茨城産の麺を使用し、蕎

麦は粗挽き、うどんは“こし”が特徴で、様々なメニューをご提供します。 

（営業時間 24 時間営業） 

 

６ 【 茨城大勝軒 】 

『東池袋大勝軒』創業者、山岸一雄監修のラーメン店が高速道路に初出

店。大勝軒の味をベースにアレンジした濃厚スープが特徴です。茨城産の

食材もふんだんに取り入れて進化した『濃厚もりそば』を、ぜひＰａｓａｒ守谷

でご賞味ください。 

（営業時間 11：00～21：30 ラストオーダー21：00） 

 

レストラン 

７ 【 フォレストグリル 】 

“森”をイメージした店内で、イタリアンとフレンチが融合した『イタフレ』  

グリル料理をご賞味いただけます。地元の野菜など茨城の食材を使用した

グリル料理が自慢です。森林の維持保全などに取り組む自然保護団体『レ

インフォレスト・アライアンス』認証のコーヒーもご提供します。 

（営業時間 11：00～21：30 ラストオーダー21：00） 

 

ショッピング（旬撰倶楽部） 

８ 【 旬撰倶楽部 】 

『届ける IBARAKI style』をテーマに茨城の隠れた逸品や特産品を取り揃え、

真心のこもった色褪せないサービスでお客さまをお出迎えします。『茨城の

いいもの』にこだわったセレクトコーナー「いばらきまーけっと」では、厳選した

惣菜、スウィーツ、和菓子なども取り揃えます。 

（営業時間 8：00～22：00 「いばらきまーけっと」 9：00～20：00） 

 

９ 【 花水木 】 

地元茨城で人気の紅茶専門店「花水木」がバウムクーヘン専門店として高

速道路に初出店。茨城産の季節折々の素材を取り入れ、茨城名産のさつ

まいも「紅あずま」のバウムクーヘンは、お土産にもピッタリのおすすめ商品

です。（営業時間 9：00～20：00） 

 

１０ 【 志ち乃 】 

昭和２０年創業。土浦、つくばで地域の皆様に愛され続けるどら焼き専門店

「志ち乃」が高速道路に初出店。Ｐａｓａｒ守谷店限定の商品も取り揃えて、

お客さまに夢と感動をお届けします。（営業時間 9：00～20：00） 

 

高速初出店 

高速初出店 

新業態 高速初出店 



１１ 【 鳥麻 】 

備長炭を使用して職人の技で１本 1 本丹念に焼きあげる本格的炭火焼鳥

をはじめ、カジュアルですぐに美味しく食べられるヘルシーな鶏惣菜や、鶏

肉にこだわったお弁当類などをご提供する鳥専門店です。 

（営業時間 9：00～21：00） 

 

 

１２ 【 磯揚げ ＭＡＲＵＴＥＮ 】 

三重県伊勢志摩の有名店『まる天』が、新しいコンセプトの磯揚げをご提供

します。茨城産食材を使用したオリジナルさつま揚げや、フランスパンとすり

身を揚げた新食感の洋風揚げ天など、新商品も取り揃えた『ＭＡＲＵＴＥＮ』

として、Ｐａｓａｒ守谷に登場します。 

（営業時間 9：00～21：00） 

 

１３ 【 柿安 柿次郎 】 

家庭で親しまれてきたおはぎなどの懐かしく素朴な味を、気軽に、安心して

楽しんでいただきたい。そんな思いを込めて、保存料、人工甘味料、香料を

使用せず、素材の本来持つ自然の味を生かして、自然が恵んでくれたおい

しさを大切に、ひとつひとつ手作りでご提供します。 

             （営業時間 9：00～21：00） 

 

 

テイクアウト 

１４ 【 アジアンスタンド 】 

『アジア』をテーマに、パッタイ（タイ風焼きそば）、茨城産豚を使用した肉ま

ん、バナナ餃子など、つい食べてみたくなるカジュアルフードが勢揃い。 

『アジア』の味をお楽しみください。 

（営業時間 平日 11：00～20：00 休日 8：00～21：00） 

 

１５ 【 ＭＯＲＩＹＡ ＦＡＲＭ 】 

地産地消をテーマにした『ピタサンド』のお店です。守谷市唯一の牧場から

仕入れた牛肉など茨城産の食材を取り入れ、素材の良さをダイレクトに感じ

ていただきたいという想いを込めてご提供します。 

（営業時間 平日 11：00～20：00 休日 8：00～21：00） 

 

１６ 【 焼処よがっぺ 】 

『よがっぺ』は『いいね！』の意。たこ焼きを茨城の食材でアレンジした   

『よがっぺ焼き』や、茨城の甘藷農園 鹿吉（かんしょのうえん しかきち）とタ

イアップした焼き芋など、茨城の『よがっぺ』をお楽しみください。 

（営業時間 平日 11：00～20：00 休日 8：00～21：00） 

新業態 



１７ 【 ミルク工房 もりや 】 

守谷市で加工された牛乳を使用したミルクソフトクリームやヨーグルトソフトク

リームが絶品です。茨城食材をミックスしたオリジナルソフトは季節感たっぷ

りな旬の味。茨城産米粉を使用したパンケーキもお楽しみいただけます。 

（営業時間 平日 11：00～20：00 休日 8：00～21：00） 

 

 

ベーカリー 

１８ 【 守谷ベーカリー 】 

フランスを代表する料理人「ジョエル・ロブション」ブランドなどを展開する『フ

ォーシーズ』のパン専門店が高速道路に初出店。フォーシーズのブランジュ

リー部門の統括シェフ山口哲也総監修の「イバラキブランジュリー」。地元

産の牛乳や卵、野菜など、茨城の様々な素材を使用した焼きたてパンをご

提供します。揚げたて・あつあつのコロッケパンやカレーパンも絶品です。 

（営業時間 7：00～20：00） 

 

コンビニエンス 

１９ 【 ローソン 】 

みなさまの身近にある“いつもの便利な、嬉しい”売場でお待ちしています。 

おなじみのフライドフーズや大好評のスイーツなど、ドライブのひと休みに  

どうぞご賞味ください。 

（営業時間 24 時間営業） 

 

カフェ 

２０ 【 スターバックスコーヒー 】 

洗練された風味のアラビカ種のみで抽出したエスプレッソをベースにした  

さまざまなドリンクと、相性の良いフードとともにリラックスできる空間で    

お待ちしています。スペシャリティコーヒーストアでくつろぎのひとときを！ 

（営業時間 6：30～22：00） 

 

やさい 

２１ 【 守谷ＳＡやさい村 】 

守谷市の生産者が運営する生鮮野菜等の直売所で、守谷市の畑で収穫

された獲れたて野菜などを生産者が直接お届けします。茨城県内や周辺

地域の野菜や果物なども取り揃え、旬の素材をご提供します。 

（営業時間 11：00～18：00） 

 

 

※掲載のメニュー・商品の画像はイメージです。 

高速初出店 新業態 

ＮＥＸＣＯ東日本初出店 
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