
2022.5　広報かわぐち 22022.5　広報かわぐち3

営業時間…7:00～21:00
座 席 数…約100席 
※公園出入口や公園駐車場は18時に
閉まりますので、ご利用時間には
十分ご注意ください。
※運営管理…首都高速道路サービス株式会社

一般道路

高速道路の休憩施設と都
市公園などとを一体的に
整備し、高速道路の利用
者に潤いのあるスペース
を提供するとともに、都
市公園などの利用増進を
図る施設です。

西新井宿交差点を東京方面に進
行し、「イイナパーク川口」の駐車
場をご利用ください。

「SR新井宿駅2番出口」から徒歩約15分。または、「SR新井宿駅」から市コミュニティバス
『みんななかまバス』戸塚・安行循環（1日7便）「門下町」下車、徒歩約7分

（1）一般道をご利用の場合

【カーナビ検索】
「住所検索」で「埼玉県川口市
赤山 986」と検索してください。

川口JCT方面または新井宿入口から、
料金所の一番左側のレーンをご通行い
ただき、直接「川口ハイウェイオアシス」
にお入りください。
※首都高速道路からは首都高速川口線
（上り）からのみ出入り可能です。

（2）首都高速川口線（上り）を
　  ご利用の場合

新井宿出口で高速道路を降り
て、次の信号（西新井宿交差
点）でUターンして東京方面に
進行し、「イイナパーク川口」の
駐車場をご利用ください。

（3）首都高速川口線（下り）
　  をご利用の場合

お車でお越しの場合

公共交通機関でお越しの場合

▲フワフワドーム ▲地域物産館

▲遊具エリア ▲歴史自然資料館

ハイウェイオアシスとは ？？
？

01

問い合わせ…公園課　i048-242-6337　k048-285-2000

自然もいっぱい！

ボーネルンドがプロデュース！

New

マイカーもなんだか気持ちがよさそう♬

営業時間…（平日）10:00～17:00
　　　　　（土・日曜、祝日）10:00～18:00
定 休 日…火曜日　
利用料金…1,500円/（子ども1人＋大人1人）※1
　　　　　追加人数　子ども900円/人※2　

　大人600円/人
※1）平日は時間無制限
　　土・日曜、祝日は2.5時間制（再入場不可）
※2）6カ月未満のお子さんは無料
※運営管理…首都高速道路サービス株式会社

首都高初のハイウェイオアシス誕生 ! !

がオープン！！

グルメも充実！レストラン＆カフェ＆売店を完備 ! !

全天候型の屋内あそび場
水と緑のオアシス空間

親子プレートや川口市産の鋳物を使った羽釜の炊き立てご飯も !

高速道路から公園に直接アクセス !

4月25日
GRAND OPEN

イ ナイ

わああ～い！

楽しイイ
ナな

いらっし
ゃい

ませ～

02
イ ナイ

03
イ ナイ

おとうさん
もう 1回！

羽釜ご飯は
首都高初！

まってるよお～～♡

はがま…!?
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