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報 道 関 係 各 位 

四国で初開催！ハイウェイ大商談会 

～四国の地方銀行 4行と連携して地域のメーカーや生産者のビジネス機会を創出～ 

  ＮＥＸＣＯ西日本（大阪市北区、代表取締役社長：酒井 和広）と西日本高速道路サービス・ホールディングス

株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：中根 正治）は、阿波銀行、百十四銀行、伊予銀行、四国銀行（四国ア

ライアンス 4 行）と連携し、四国地区のメーカー様や生産者様 76 社と、四国地区をはじめ関西・中国地区や本州

四国連絡橋のサービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）の営業施設を運営するテナント 22 事業者との商談

会を香川県高松市で開催します。 

なお、西日本では 9回目の開催ですが、四国地区でのハイウェイ商談会は、今回が初開催となります。 

■商談会の概要 

1．日時        令和元年 7月 3日（水）  10:00～17:30 

2．開催箇所    高松センタービル 
高松 BZ プロジェクト 601 号室 （香川県高松市寿町 2丁目 4-20） 

3．目的        四国地区をはじめ関西・中国地区や本州四国連絡橋のＳＡ・ＰＡにおいて、四国４県の地元企

業と連携を強化することで、お客さまのために新たな地域の逸品を発掘するとともに、地域の

食材を活かしたお食事メニューを開発するほか、四国地区の企業が生産している地域産品の

販路拡大を目的としています。 

＜実施イメージ＞ 
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4．共催 

株式会社阿波銀行、株式会社百十四銀行、株式会社伊予銀行、株式会社四国銀行 

西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

5．参加事業者 

   （売り手）参加金融機関の取引先（四国地区のメーカーや生産者）   76 社（予定） 

   （買い手） ＳＡ・ＰＡの商業施設を運営するテナント事業者   22 社 （41 エリア） 

テナント名 エリア数 エリア名 

1 エリエールフーズ㈱ 3 豊浜ＳＡ（下）・南国ＳＡ（上）（下）

2 ㈱伊予鉄会館
5

石鎚山ＳＡ（上）（下）・吉野川ＳＡ(上） 

伊予灘ＳＡ（上）（下）

3 穴吹エンタープライズ㈱ 4 上板ＳＡ（上）（下）・津田の松原ＳＡ（上）（下）

4 西日本高速道路リテール㈱
6

府中湖ＰＡ（下）・馬立ＰＡ（上）・立川ＰＡ（下） 

瀬戸ＰＡ（上）・道口ＰＡ（上）（下）

5 千登世商事㈱ 1 豊浜ＳＡ（上）

6 サルボ両備㈱ 1 福山ＳＡ（上）

7 岡山プラザホテル㈱ 1 吉備ＳＡ（上）

8 岡山ルートサービス㈱ 1 吉備ＳＡ（下）

9 下津井電鉄㈱ 3 蒜山高原 SA（下）・鴻ノ池ＳＡ（上）（下）

10 ㈱トモテツセブン 1 福山ＳＡ（下）

11 シンエーフーヅ㈱ 2 加西 SA（下）・三木 SA（上）

12 ユーシーシーホールディングス㈱ 1 龍野西 SA（下）

13 ㈱KR フードサービス 1 龍野西 SA（上）

14 ㈱ダイナック 1 三木 SA（下）

15 ㈱子午線 2 明石ＳＡ（上）（下）

16 光明興業㈱ 1 宝塚北 SA（集約）

17 神姫フードサービス㈱ 1 加西 SA（上）

18 朝日エアポートサービス㈱ 1 西宮名塩 SA（上）

19 瀬戸大橋総合開発㈱ 1 与島ＰＡ（集約）

20 淡路ルートサービス㈱ 4 淡路 SA（上）（下）・淡路島南 SA（上）（下）

21 西日本高速道路ロジスティックス㈱ － ＮＥＸＣＯ西日本グループ会社

22 西日本高速道路ビジネスサポート㈱ － ＮＥＸＣＯ西日本グループ会社

6．主な商材 

土産品：菓子、水産品、畜産品、農産品、麺類、調味料類、雑貨類 等 

日用品：弁当、パン類、デザート、飲料類、日用雑貨類 等 

食  材：肉、魚、野菜、果物、米、麺類、調味料類、加工品類 等 

（参考） 
過去に開催したハイウェイ商談会 
・平成 28年 10月 13日 中四国地区を対象に中国銀行と連携し開催 
・平成 29年 2月 9日 滋賀県を対象に滋賀県商工会連合会、びわこビジターズビューロー、NEXCO 中日本等と

連携し開催 
・平成 29年 7月 5日 九州地区を対象に西日本シティ銀行、長崎銀行、豊和銀行と連携し開催 
・平成 29年 10月 24日
・平成 29年 11月 8日 

兵庫県を対象に兵庫県物産協会、ひょうごの美味し風土拡大協議会と連携し開催 
滋賀県を対象に滋賀県商工会連合会、びわこビジターズビューロー、NEXCO 中日本等と
連携し開催 

・平成 30年 6月 13日 
・平成 31年 2月 27日 

・平成 31年 3月 13日 

南九州地区を対象に肥後銀行、日本政策金融公庫と連携し開催 
関西地区を対象に財務省近畿財務局、大阪信用金庫、日本政策金融公庫など 
13 金融機関との連携し開催 
兵庫県を対象に兵庫県物産協会、ひょうごの美味し風土拡大協議会と連携し開催 



※別紙「前回（兵庫県ハイウェイ商談会）実施状況」 

この件に関するお問い合わせは、 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社     広報課  高田、大庭   TEL：06-7175-8118 

本資料は、 

関西レジャー記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、岡山県政記者クラブ、岡山経済記者クラブ、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、広島経済記者クラブ、高松経済記者クラブ、徳島県政記者クラ

ブ、愛媛番町記者クラブ、高知県政記者クラブにお配りしています。 



前回（兵庫県ハイウェイ商談会）実施状況

【成約商品例】

項 目 内  容

名 称 兵庫県ハイウェイ商談会

日 時 平成 31年 3月 13日（水）13:00～17:00 
会 場 兵庫県民会館 11階「パルテホール」（兵庫県神戸市）

参加者

・売り手

「五つ星ひょうご」の選定を受けた物産品や「兵庫県認証食品」を扱う事業者など 70社
・買い手

SA・PAの商業施設を運営するテナント事業者    13社

成約状況
延べ商談数   158件
成約商談数   11件（6/7現在）

主 催
兵庫県、公益社団法人兵庫県物産協会、ひょうごの美味し風土拡大協議会、西日本

高速道路㈱関西支社、西日本高速道路サービス・ホールディングス㈱関西支社

別 紙

【会場の様子】 

「元祖プリン大福（１個） 320円

（３個） 960円
「岩津ねぎコロッケ」230円 「淡路島フルーツたまねぎ」648円

姫路に本店を構える「江戸屋 和（な

ごみ）」の人気商品。大福とプリンの

意外な組み合わせは、発売から 30 年

経った今でも幅広い世代に愛されて

います。

（三木 SA下り線で販売中）

日本三大ねぎの『岩津ねぎ』、和牛の

最高峰『但馬牛』、甘さ際立つ『淡路島

産玉ねぎ』をふんだんに使用した贅沢

なコロッケです。ぜひご賞味くださ

い。

（龍野西 SA下り線で販売中）

高級有機肥料を使用し、より甘さを追求

した淡路島フルーツたまねぎ。加熱する

とさらに甘さとコクが増す逸品で、フラ

イや炒め物など様々な料理にご利用い

ただけます。

（龍野西 SA上下線他 1箇所で販売中）


