報道関係者 各位
平 成 23 年 8 月 31 日
西日本高速道路株式会社
株 式 会 社

旅 籠 屋

山陽自動車道 宮島サービスエリア（上り線）に「ハイウェイホテル」が１１月１日にオープンします
～壇之浦ＰＡ店に続き、２号店を㈱旅籠屋と協力してオープン～

ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役会長兼社長：西村 英俊）と株式会社旅籠屋（東
京都台東区、代表取締役社長：甲斐 真）は、平成２３年１１月１日、山陽自動車道宮島サービ
スエリア（ＳＡ）
（上り線）に、
「ハイウェイホテル」として「ファミリーロッジ旅籠屋 宮島Ｓ
Ａ店」
（以下「宮島ＳＡ店」）をオープンします。なお、宮島ＳＡ店は関門自動車道 壇之浦ＰＡ
店に続き、ハイウェイホテルとしては２号店となります。

１．宮島ＳＡ店の概要
１）施設名称 ：ファミリーロッジ旅籠屋・宮島ＳＡ店
２）所在地

：広島県廿日市市 （山陽自動車道 宮島ＳＡ（上り線）
）

３）開業日

：平成２３年１１月１日（火）

４）予約受付開始日時：平成２３年９月１日（木） １０時～
５）予約方法 ：インターネット予約 ：http://www.hatagoya.co.jp/（24h）又は
電話：03-3847-8858（平日 9：30～18:30）
６）ご利用料金：室料制。

例）親子 4 人で１室 10,500 円～、2 人なら 8,400 円～、1 人なら 5,250 円～
詳細は、別紙１「ホテルの概要」をご覧下さい。
２．事業コンセプト
１）単なる休憩施設から、“お客様満足施設”へと変革するため、お客様に安らぎ、楽しさ、
くつろぎの空間を提供し、利便性の向上を図っていきたいと考えています。
・観光・レジャー、ビジネス両面で、お気軽にご宿泊いただけることから、安心して長距離ドラ
イブを楽しんでいただけることができるとともに、ご提供できるサービスの選択肢が加わり、高
速道路をご利用されるお客様にとって利便性が大きく向上します。

２）地域の観光振興及び活性化に寄与し、地域の発展にも貢献します。
・高速道路に滞在可能な拠点を持つことにより、地域の観光振興や活性化に寄与し、地域の発展
にも貢献します。世界文化遺産である嚴島神社など近隣の観光等をお楽しみいただきながら、
「宮
島ＳＡ店」をご利用いただけます。（詳細は、別紙２「ホテルのご利用について」をご参照願い
ます。）

３．事業の実施にあたって
１）今回の宿泊施設は、ＮＥＸＣＯ西日本が自社所有地に建物を建設し、㈱旅籠屋が施設の経
営と運営を行います。
２）宿泊施設の経営と運営を行う㈱旅籠屋は、マイカー利用のご家族やビジネスマンなどが、
どなたでも気軽に利用できる、郊外型の素泊まり宿泊施設「ファミリーロッジ旅籠屋」を
展開しており、平成７年の日光鬼怒川店を１号店として、現在までに３３店舗がオープン
するなど着実な展開を行っております。
４．配置図等

１）宮島ＳＡ（上り線）配置図

宮島 SA 店

※宮島ＳＡ店を含む宮島ＳＡ（上り線）をご利用されたお客様は、宮島ＳＡスマートＩＣから
一般道への流出はできません。直近では五日市ＩＣ（上り線）からの流出になります。

２）外観イメージ (写真は壇之浦ＰＡ店)

この件に関するお問い合わせは、
ＮＥＸＣＯ西日本 本社広報室

大西、三好

ＴＥＬ：06-6344-7410（マスコミ専用）

ＮＥＸＣＯ西日本 中国支社広報課

菅野、北田

ＴＥＬ：082-831-4438（マスコミ専用）

宿泊施設利用に関するお問い合わせは、
株式会社 旅籠屋

甲斐 真 mailto: master@hatagoya.co.jp ＴＥＬ：03-3847-8858

本資料は、近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、大阪経済記者クラブ、大阪建設記者クラブ、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へお配りしています。

別紙１
【ホテルの概要】
施設名称 ：ファミリーロッジ旅籠屋・宮島ＳＡ店
所在地

：広島県廿日市市

施設規模 ：敷地面積 797 ㎡、延床面積 475.52 ㎡（木造 2 階建て）
客室

：全 14 室、各室とも広さ 25 ㎡、幅 1.5m のクィーンサイズベッド 2 台設置
バストイレ・ＴＶ・冷蔵庫・エアコン・インターネット配線完備。
（１室はバリアフリー対応）

利用料金 ：親子 4 人で１室 10,500 円～、2 人なら 8,400 円～、1 人なら 5,250 円～
（室料制です。１名あたりの料金ではありません。ただし、１室のご利用人数によっ
て料金が異なります。また、曜日や季節によって、３段階の料金となります。）
ﾚｷﾞｭﾗｰｼｰｽﾞﾝ

ﾊｲｼｰｽﾞﾝ

ﾄｯﾌﾟｼｰｽﾞﾝ

1 名で宿泊

5,250 円/室

8,400 円/室

11,550 円/室

2 名で宿泊

8,400 円/室

10,500 円/室

13,650 円/室

3 名で宿泊

9,450 円/室

11,550 円/室

14,700 円/室

4 名で宿泊

10,500 円/室

12,600 円/室

15,750 円/室

※シーズンの区分については、予約受付開始後に、下記「予約受付」記載の URL 又は電話番号に
お問い合わせ下さい。

お食事

：朝は無料軽食サービスを行います。また、宮島ＳＡ（上り線）のレストラン等もご
利用いただけます。
（レストラン：7-22 時、スナックコーナー、ショップ：24 時間）

常備品

：タオル、シャンプー、リンス、ヘアードライヤーは常備しておりますが、歯ブラシ、
スリッパ、寝巻きなどは有料での販売またはお貸し出しとなります。ご持参いただ
くことをおすすめします。

駐車場

： 14 台
（宮島ＳＡ店を含む、宮島ＳＡ（上り線）は、ETC 車（ETC 無線通信による走行を
行う車両）であれば、宮島スマートＩＣ（上り線）からお車により高速道路に流入
いただいたお客様もご利用いただけます（6～22 時のみ。全長 6m 以内の車両のみ）。
但し、宮島ＳＡ店ご利用の後に、宮島スマートＩＣ（上り線）から高速道路を流出
することはできず、直近では五日市ＩＣからの流出になります。）

開業

：平成 23 年 11 月 1 日（火）

ﾁｪｯｸｲﾝ/ｱｳﾄ :チェックイン 15 時～23 時、チェックアウト～11 時 （変更の可能性あり）
予約受付 ：平成 23 年 9 月１日（木）10 時から、以下のホームページまたは電話にて、受け付
けを開始いたしますが、12 月１日（木）以降のご宿泊については、宿泊予定日の 3
ヶ月前から受付。 http://www.hatagoya.co.jp/（24h）
電話：03-3847-8858（平日 9:30～18:30）

別紙２
【ホテルのご利用について】
（イメージ：宮島ＳＡ店付近図）

【観光等とともに宮島 SA 店をご利用いただく場合の例】
１． 高速道路を上り方面（岡山方面行き）へご利用になられる場合
①ETC 車（ETC 無線通信による走行を行う車両）を運転され、宮島スマート IC（上り線）をご利用になるお
客様（スマート IC のご利用については、6～22 時のみ、かつ、全長 6m 以内の車両のみとなります）
宮島スマート IC（上り線）から外部（一般道）に流出し（Ｂ）、観光等（宮島口で駐車し、フェリーで嚴
島神社など）ののち、宮島スマート IC（上り線）から高速道路に再度流入し（Ａ）、宮島 SA 店へ
②①以外のお客様.
廿日市 IC 又は大野 IC から外部（一般道）に流出し、観光等（宮島口で駐車し、フェリーで嚴島神社など）
ののち、一般道を走行し、廿日市 IC 又は大野 IC から高速道路に再度流入し、宮島 SA 店へ
２． 高速道路を下り方面（山口方面行き）へご利用になられる場合
①ETC 車（ETC 無線通信による走行を行う車両）で宮島スマート IC（下り線）をご利用になるお客様（スマ
ート IC のご利用については、6～22 時のみ、かつ、全長 6m 以内の車両のみとなります）
宮島スマート IC（下り線）から外部（一般道）に流出し（Ｃ）、観光等（宮島口で駐車し、フェリーで嚴
島神社など）ののち、宮島スマート IC（上り線）から高速道路に再度流入し（Ａ）、宮島 SA 店へ
②①以外のお客様.
廿日市 IC 又は大野 IC から外部（一般道）に流出し、観光等（宮島口で駐車し、フェリーで嚴島神社な
ど）ののち、一般道を走行し、廿日市 IC 又は大野 IC から高速道路に再度流入し、宮島 SA 店へ

