平 成 ３０年 ３月 ２９日
東日本高速道路株式会社
ネクセリア東日本株式会社
E17

関越自動車道 『赤城高原ＳＡ（上り線）』が
旅のドラマを演出するドラマチックエリアに生まれ変わります！
～４月２４日（火） １０時グランドオープン～
ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、 ４月２４日（火）午前１０時に E17 関越自動車道 赤城高原
サービスエリア（上り線）（群馬県昭和村）を、「ドラマチックエリア赤城高原（上り線）」としてグランドオープンし
ます。
平成２９年１２月２１日（木）に先行オープンしているレストラン及びフードコートに加え、今回は、地域の特
産品が充実したショッピングコーナーをリニューアルし、グランドオープンします。
『ドラマチックエリア』とは、地域の中核となる SA・PA において、地域性の充実にこだわり、特産品を取り揃
え、目的地へ向かう途中で立ち寄られるお客さまに、その地域ならではの『旅のドラマ』を演出する SA・PA で
す。
≪ポイント≫
① 「かみつけ山麓テラス 風そよぐ木もれびマーケット」がコンセプトのドラマチックエリア。
② 赤城山麓の心地よい風と木もれびをお楽しみいただける、既存木を活かした『テラス席』を設置。
③ 赤城・群馬・新潟にスポットを当て、魅力的な特産品を取り揃えたショッピングコーナーがオープン。
④ 高崎発の人気珈琲店『大和屋』がテイクアウトカフェとして高速道路初出店！
⑤ 『AKAGI FARMERS MARKET』では、赤城を代表する地域の、とれたて産直野菜等を提供。
⑥ レストラン、フードコートでは、地場の野菜等を使ったオリジナルメニューや関越道沿線の魅力を集めた専門店の
味を提供。

≪外観≫

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。

１． オープン日時
平成３０年４月２４日（火） 午前１０時
２．概 要
所 在

地： 群馬県利根郡昭和村
（関越自動車道（上り線） 昭和ＩＣ～赤城ＩＣ間）
建 築 面 積： １,７４０㎡
営 業 時 間： 別紙をご参照ください。
営 業 者 名： 株式会社 並木

３．コンセプト

「かみつけ山麓テラス ‐風そよぐ木もれびマーケット‐」
かみつけ（※）を代表する赤城山の裾野に位置する赤城高原ＳＡ。木々に囲まれ
た小高いテラスにそよぐ風と木もれびが憩いの場となり、賑わいのマーケットを展開し
ます。関越沿線の特産と自然の恵みを買い食べまわることができる憩いのドラマチッ
クエリアです。
※かみつけ…群馬県の古称。
≪テラス席≫

４．快適空間を目指したエリア
「ドラマチックエリア赤城高原（上り線）」の駐車場は、お客さまの使いやすさと安全に配慮して駐車場
と歩道間の段差を解消するバリアフリー化を行いました。

別紙
【各店舗の紹介】
◆ショッピングコーナー ≪新オープン≫
“三彩ひかり市”をテーマに、赤城・群馬・新潟にスポッ
トを当て、関越の魅力的な特産品を定番の銘菓はもち
ろん、生鮮品や雑貨など幅広いラインナップで取り揃
えます。
【営業時間 ２４時間】

徴

“あかぎ高原 牧場セレクション”コーナーでは、地元の牛乳
を使用したオリジナルスイーツのほか、牧場から取り寄せた
こだわりの乳製品や加工肉など、雄大な山麓の恵みを味
わえます。

おすすめ
商 品

・ロマンチックデイリーファーム
ヨーグルト ４２１円、 バター ８５３円 〈写真上〉
・福豚の里 とんとん広場 ポークウィンナー ５１８円 〈写真下〉

特

群馬の逸品を集めたセレクションコーナー“いちぐんプロジェ
クト”。サービスエリアのスタッフが自ら選んだ、こだわりの詰
まった魅力的な地域産品を取り揃えます。

特

徴

おすすめ
商 品

・中村染工場 注染手拭い各種 １,０８０円～ 〈写真上〉
・Regalo×Regale 焼き菓子各種 ５４０円～ 〈写真左〉
・金井農園 小松姫 １㎏ １,０８０円、２㎏ ２,１６０円 〈写真右〉

特

“関越銘菓めぐり”は、新潟の笹団子をはじめ、地元、沿線
地域の銘菓を集めたバラ売りセレクトコーナー。新潟・群馬
の定番土産やエリアならではのオリジナル商品、地域の名
店の和菓子など関越エリアのあらゆる銘菓を幅広く揃えま
す。

徴

おすすめ
商 品

・セイヒョー 笹団子ゴールド ２個入 ３７８円 〈写真上〉
・大丸屋製菓 太助饅頭 １個 ８９円 〈写真左〉
・御菓子司 荒木屋 和菓子各種 １７２円～ 〈写真右〉

◆カフェ・ソフトクリーム ≪新オープン≫
大和屋 ‐ＹＡＭＡＴＯＹＡ ＣＯＦＦＥＥ‐
営業時間

７：３０～２０：００

特

徴

自然の中でほっと一息できるカフェスタンド。高崎発の人気
店『大和屋』がテイクアウトカフェとして高速道路初出店。こ
だわりの木炭焙煎珈琲のほか、オリジナルの珈琲ソフトクリ
ームや絶品スイーツを提供します。

おすすめ
商 品

・木の実マルシェ チーズタルト ２７０円 〈写真上〉
・赤城高原オリジナルブレンド ３００円 〈写真左〉
・大和屋ソフトクリーム（珈琲／カフェオレ） 各４５０円 〈写真右〉

◆野菜市場・テイクアウト ≪新オープン≫
ＡＫＡＧＩ ＦＡＲＭＥＲＳ ＭＡＲＫＥＴ
営業時間

１０：３０～１９：００

特

徴

旬の産直野菜や果物を販売。また、群馬名物の焼きまん
じゅうやおやきなどのワンハンドフードや、高原の絶品ソフト
クリームやフレッシュジュース、スムージーが味わえます。

おすすめ
商 品

・野菜、果物 各種
（リンゴ、トウモロコシ、レタス、キャベツ、やよいひめ等）
・季節のスムージー ４００円～
・焼きまんじゅう ２２０円

◆レストラン ≪１２月２１日先行オープン≫
客席数：５４席
高原採れたてダイニング トラットリア オゴッツォ
営業時間

平日） １１：００～２２：００ 休日）

特

地元の旬の野菜や果物を使ったパスタやピザ、サラダなど
赤城の恵みを堪能できる落ち着きのあるイタリアンレストラ
ン。ピザは店内の窯で焼き上げます。

徴

おすすめ
メニュー

７：００～２２：００

・Ｏｇｏｚｚｏサラダ ８００円 〈写真左〉
・３種のミート山賊ピザ １,３００円 〈写真右〉
・高原野菜のオルトラーナ ９８０円

◆フードコート ≪１２月２１日先行オープン≫
客席数：１３８席

赤城食堂
営業時間

２４時間

特

上州麦豚を使用したソースかつ丼や地元赤城の「丸福ホ
ルモン」を使った定食、その他カレーなど定番のメニューを
楽しめます。

徴

おすすめ
メニュー

・上州麦豚ヒレカツソースかつ丼〈写真〉
２枚のせ８８０円、３枚のせ９８０円
・丸福塩ホルモン焼き定食 ８８０円
・上州牛すき焼き御膳 １,９８０円 【限定２０食/日】

越後へぎそば処
監修 営業時間
特

徴

おすすめ
メニュー

２４時間
『越後十日町小嶋屋』監修
つなぎに布海苔（ふのり）を使用した独特の風味とコシが特
徴の本格的な「へぎ蕎麦」が味わえます。
・へぎ蕎麦（冷） ７５０円
・天ぷらとへぎ蕎麦 １,２８０円 〈写真〉

ラー麺 畑 Ｈａｔａｋｅ
監修 営業時間

特

徴

おすすめ
メニュー

１０：００～２２：００
『おおぎやラーメン』監修
塩、醤油（岡直三郎商店の日本一醤油）、味噌の３種のス
ープをベースに、地元野菜をたっぷり使用したラーメンを提
供します。
・野菜たっぷり塩タンメン ７８０円 〈写真〉
・厚切りチャーシュー醤油ラー麺 １,０８０円
・キャベツあつ盛りみそラー麺 ８８０円

【赤城高原ＳＡ位置図】
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