
 

 

 

 

令和 3 年 6 月 30 日 

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 

報 道 関 係 各位 

 

ＮＥＸＣＯ西日本グループのオンラインショップがオープン 

～西日本管内 24 府県の魅力ある“すぐれもの”を発掘・お届け～ 
 

西日本高速道路株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：前川 秀和）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、令和 3 年 7 月 1 日より高速道路のサー

ビスエリア・パーキングエリア（ＳＡ・ＰＡ）のおすすめ商品や西日本の魅力ある商品をご自宅でも楽しめるオン

ラインショップ「ＮＥＸＣＯ西日本オンラインショップ～２４(ニシ)の”ものづくり”と”すぐれもの”再発見～」をオープ

ンし、約 340 品から販売をスタートします。 

ＮＥＸＣＯ西日本管内 24 府県の“すぐれもの”を発掘し、みなさまにお届けすることで、地域の応援にもつな

げていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. オープン日 

 令和 3 年 7 月 1 日（木曜） 午前 10 時 00 分 

 

 2. 店舗概要 

１）店舗名  ： ＮＥＸＣＯ西日本オンラインショップ ～24(ニシ)の”ものづくり”と”すぐれもの”再発見～ 

２）ＵＲＬ   ： https：//www.shop.w－holdings.co.jp/ ※7/1 サイトオープン 

３）取扱品目： SA・PA のおすすめ商品や限定商品など約 340 品より開始。（今後、品目数を拡充予定） 

※取扱商品例につきましては別紙をご覧ください。 

 

「ＮＥＸＣＯ西日本オンラインショップ～２４(ニシ)の”ものづくり”と”すぐれもの”再発見～」とは 
 

    西日本各地でこだわってつくられた魅力ある “すぐれもの”や、「美味しかったけれどまた買いに行く

には遠い」といったＳＡ・ＰＡ限定商品をお求めのお客さまに、ＮＥＸＣＯ西日本グループが長年事業を営

んできた管内 24 府県のネットワークや目利きを活かして発掘した商品を紹介していきます。 

     商品に込められた地域の魅力やこだわりをみなさまにお届けすることで、西日本地域の応援にもつ

なげていくことを目指します。 

 

 



3．ポイントがたまる！ 

    次回以降のＮＥＸＣＯ西日本オンラインショップでのお買い物で使えるポイントがたまります。 

    ・ポイントをためる 

 購入商品の価格２００円毎に１ポイント獲得 

    ・ポイントを利用する 

     たまったポイントは、１ポイント＝ １円で次回のお買い物に利用することができます。 

 

 

4. オープン記念！お得なオープニングキャンペーンを実施！ 

令和 3 年 7 月 1 日～8 月 31 日までに会員登録いただいたお客さまに、NEXCO 西日本オンライン

ショップでのお買い物に使用できる 500 円引きクーポンコードを進呈いたします。 

是非、この機会に会員登録いただき、末永いご愛顧をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 伊藤、井上     TEL:06-7175-8118 

本資料は、 

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、大阪商工記者会、大阪建設記者クラブ、関西レジャー記者クラ

ブ、京都府政記者クラブ、和歌山県政記者クラブ、奈良県政記者クラブ、滋賀県政記者クラブ、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、山口県政記者クラブ、山口県政記者会、山口県政滝町記者クラブ、山口県下松

市記者室、広島経済記者クラブ、鳥取県庁県政記者室、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、福岡経済記者クラブ、佐賀県政記者クラブ、長崎県政記者クラ

ブ、大分県政記者室、熊本経済記者クラブ、鹿児島県政記者クラブ、宮崎県政記者クラブ、沖縄県政記者

クラブ にお配りしています。 
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「アドベリードラ」8 個セット 2,300 円（税込）  

名神高速道路 黒丸 PA（上）・菩提寺 PA（上）限定商品。 

滋賀県の魅力を広く知っていただきたいという想いで、西日本高速道

路リテール株式会社とアドベリー生産協議会、滋賀県立安曇川高等学

校との共同開発により誕生した「Ado Berry Dra（アドベリードラ）」。 

滋賀県高島市安曇川町の特産物であるアドベリー（ボイセンベリー）を

使った新感覚の洋風どら焼きです。 

「藤井養蜂場 はちみつ各種」 1,080 円（税込）～ 

大分自動車道 山田 SA（下）人気商品。 

福岡県朝倉市にある創業 100 年を超える老舗、藤井養蜂場が飼育

しているミツバチは、花の咲く時期にあわせ日本全国を旅します。 

長旅を経て生産されるはちみつは、淡く美しい色をした、あっさりと上品

な味わいの逸品です。 

 

 

取扱商品例 

「蒜山高原朝焼きチーズケーキ」 1,450 円（税込） 

米子自動車道 蒜山高原 SA（上）限定商品。 

くちどけしっとり、やわらか、ジュワーっととろける食感がたまらない、 

濃厚なジャージー牛乳を使用した蒜山高原 SA（上）売上ダントツ№1 の

大人気チーズケーキです。 

「土佐便り ぶんたんパイ」28 枚入り 1,080 円（税込） 

高松自動車道 豊浜 SA（上）限定商品。 

高知県産文旦ジャムを使用した、食べると口の中で文旦の風味がい

っぱい広がるさくさくのパイです。 



地域 都道府県 商品名
福井缶詰　鯖缶　6缶セット（3種×2）
福井缶詰　鯖缶　12缶セット（6種×2）
牛すじどて煮込み 　肉みそセット
たべる珈琲　袋
たべる珈琲　箱
超レモンタブレット
超レモン　キャンディ
激ミント　キャンディ
睡魔せん　ハード&ソフト
滋賀県産こしひかり5kg
滋賀県産みずかがみ5kg
近江牛メンチカツ　10個入り
かぼちゃのパイとプレミアムりんごパイのセット
アドベリードラ　８個セット
京丹波産あずき・⿊⾖　⽢納⾖詰め合わせ（3×2種　6個）
京都夜久野産　そば宝　5人前
生八ッ橋（10個入り）3種セット

 芭炎蕾（ばからい）岸和田限定みかんパン3袋セット
 芭炎蕾（ばからい）岸和田限定みかんパン5袋セット

千房焼きそばセット
千房名店の味お好み焼きセット　2人前
千房名店の味お好み焼きセット　4人前
千房国産牛すじこんにゃく
千房お好み焼ソース
ハーPa-ｔａ-ｔａギフトＢＯＸ
ベルばら炭酸せんべい２箱セット（紙袋付）
神⼾六甲の蜜かすてら（２本セット）
神⼾裏六甲の蜜かすてら（２本セット）
三田屋ギフトセット（SA限定）
皇蘭詰合せ（⼿作り豚まん4個入り・神⼾牛肉まん5個入り）
皇蘭詰合せ（⼿作り豚まん4個入り・海⽼しゅうまい6個入り）
アーモンドバター詰合せオリジナル化粧箱入
神姫バスオリジナルサウンドバスタッチ︕
どろ焼き
根⽇⼥きくらげ佃煮詰合せ6点セット
加⻄ベリーAぶどうジュース　２本セット
明石だこ花しゃぶ（2皿）
明石だこ花しゃぶ（1皿）
明石産天然一匹鯛飯の素（1個）
淡路⽟ねぎ入りハンバーグ6個入り
淡路島一番海苔6本入り
淡路たまねぎスープセット
淡路たまねぎスープと淡路島一番海苔セット
淡路たまねぎドレッシング3本セット
淡路牛コロッケ12個
ふわっともっちり塩大福　６個箱入り
ふわっともっちり塩大福&抹茶セット　６個箱入り
ふわっともっちり抹茶塩大福　６個箱入り
はりまのやわらか塩味生大福（3個入り×５パック）

別紙２　取り扱い予定商品一覧（340品目）

関
⻄

兵庫県

福井県

滋賀県

京都府

大阪府
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地域 都道府県 商品名
兵庫県丹波ひかみ産こしひかり5kg
兵庫県産コウノトリ育むお米こしひかり5kg
大和郡⼭の⾦⿂ロール
大和郡⼭の出⽬⾦ロール
田村そだちみかんジュース
田村そだちみかんゼリー
田村そだちみかんジュース・ゼリーセット
粒よりおいしい梅⼲20粒入
梅貴妃　４種類セット800ｇ
⼿作り梅みかんはちみつ入800ｇ
互穀豊穣米 中部・近畿代表セット
匠2個入り
どじょう掬いまんじゅう16個入
どじょう掬いまんじゅう 20個入
一夜⼲し詰合せA
かにトロしゅうまい 8個入(特製たれ付き)
えびトロしゅうまい 8個入(特製たれ付き)
のどぐろしゅうまい(特製たれ付き)
あご野焼 3本セット
鷦鷯屋　三大一夜⼲詰合せ
鷦鷯屋 のどぐろ一夜⼲詰合せ
鷦鷯屋 のどぐろ・かれい一夜⼲詰合せ
鷦鷯屋 えてかれい一夜⼲(大)
一夜⼲し詰合せ幸
宍道湖のしじみ 100g×6袋入(箱)
宍道湖のしじみ 冷凍 60g×12袋入
するめ糀漬 3種セット（通常、ピリ辛、ゆず）
するめ糀漬お得用 1kg
おにぎりみそ（⼭椒）
おにぎりみそ（生姜）
おにぎりみそ（柚子）
おにぎりみそ（唐辛子）
おにぎりみそ（4種）
焼肉のたれ（中辛）
焼肉のたれ（⽢口）
焼肉のたれ（りんご）
焼肉のたれ（コク野菜）
焼肉のたれ（4種）
おたまはん（関⻄⾵）
おたまはん（関東⾵）
しょうがドレッシング
うめドレッシング
⿊ごまドレッシング
⽟ねぎドレッシング
ごまと野菜ドレッシング
にんにくしょうゆドレッシング
⻘とうがらし&ニンニク
赤唐辛子にんにく
からみちょ
一味とうがらし（瓶タイプ）
七味とうがらし（瓶タイプ）

中
国

島根県

鳥取県

関
⻄

兵庫県

和歌⼭県

その他

奈良県
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地域 都道府県 商品名
豚々拍子
島根県産仁多米こしひかり3kg
コーヒーきびだんご
ご飯侍　備前⿊牛のピリ辛肉味噌
ご飯侍　備前⿊牛と桃太郎ねぎの肉味噌
太陽と仲のいい岡⼭果実で作った「無添加」飲む酢　岡⼭ピオーネ
太陽と仲のいい岡⼭果実で作った「無添加」飲む酢　岡⼭マスカット
太陽と仲のいい岡⼭果実で作った「無添加」飲む酢　清水白桃
太陽と仲のいい岡⼭果実で作った「無添加」飲む酢　３種セット
岡⼭晴れどら
朝焼きチーズケーキ
蒜⼭高原生クリームパンセット
ご飯のお供セット
蒜⼭ジャージーヨーグルトセット
極の塩チョコレート
瀬⼾内白桃ラムネ　30本入り
瀬⼾内白桃ラムネ　15本入り
瀬⼾内マスカットラムネ　30本入り
瀬⼾内マスカットラムネ　15本入り
リトル　パンダ
ドリーミーベア（チョコ　ピンク　ホワイト）
岡⼭中華そば３袋セット（２食×３）
蒜⼭高原ミルクプリン３箱セット（２個×３）
たこ焼きにしか⾒えないシュークリーム
コロッケそっくりなレアチーズケーキ
お好み焼きそっくりなマロンケーキ
チョコっと餃子
福⼭SA（下り線）の尾道らーめん(4食×2箱セット)
八朔ドレッシング（3本セット）
広島れもん鍋
「広島で⾒つけた」レモンが⾹る牡蠣のごちそう缶
発酵れもん胡椒
大人のレモン　焼肉のタレ白
大人のレモン　焼肉のタレ赤
大人のレモン　焼肉のタレ　2本セット（白・赤）
大人のレモン　塩焼きそばソース
瀬⼾内潮⾵れもん　らーめん
瀬⼾内潮⾵れもん　冷麺
広島レモンのサラダで酢
瀬⼾内　べっぴん糀鍋の素
瀬⼾内　かきの⼟⼿鍋の素
瀬⼾内　広島レモン鍋の素
栄家本店 ソライロコーラ 20本入り
栄家本店 ソライロコーラ 10本入り
広島コーラ 20本入り
広島コーラ 10本入り
瀬⼾内レモンラムネ 30本入り
瀬⼾内レモンラムネ 15本入り
瀬⼾内はっさくラムネ　30本入り
瀬⼾内はっさくラムネ　15本入り
瀬⼾内なしラムネ　30本入り

中
国

島根県

広島県

岡⼭県
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地域 都道府県 商品名
瀬⼾内なしラムネ　15本入り
瀬⼾内塩ラムネ　30本入り
瀬⼾内塩ラムネ　15本入り
カープラムネ　30本入り
カープラムネ　15本入り
尾道ラーメン３袋セット（2食×３）
プレーンと⿊ごま醤油のチーズケーキ詰合せ
秋芳の梨かすてら
焼肉の梨たれ(2個セット)
美東ごぼうカレー(2個セット)
美東ごぼうコロッケ
ふくのオイル漬コンフィ3種
とらふく＆関門たこ煎餅　５袋セット
藍染シルク100％ショール
藍染3重シルクショール
藍染まゆショール
藍染８号帆布トートバック（Ｌ）B3-1
藍染８号帆布トートバック（Ｌ）B3-2
讃岐うどん　30人前（つゆ無し）
伊吹のいりこみそ
伯方の塩純生大福（３個入り）
伯方の塩純生大福（８個箱入り）
道どら塩バター
道どらカスタード
讃岐うどん　つゆ付（250ｇ×3）　⽇の出製麺所
あいむす焼き袋入り（７枚）
あいむす焼き姿焼袋入り（４袋）
骨付鳥ワカ箱入り１本
骨付鳥オヤ箱入り１本
骨付鳥の骨なしオヤカット箱入り（カットオヤ２本分）
讃岐生うどん（6人前）
讃岐の夢生うどん（8人前）
上⼾うどん箱入り（約6人前）
いりこだし上⼾うどん箱入り（約6人前）
製麺所直送純生讃岐うどん袋入り（10人前）
るみばあちゃんに教わったうどん（約4人前）
讃岐茶ざる袋入り（2人前）
讃岐もてなしうどん　たんたかたん（6種）
讃岐の夢　こだわり讃岐うどん（16人前）
たまごロール（2本セット）
お⼟産鯛めし
杉樽しょうゆぽん酢
瀬⼾内練物セット
愛媛の柑橘ドレッシング瓶190ml
えひめのデコタンゴールジュース（500ｍｌ×6本）
えひめのみかんジュース（1000ｍｌ×6本）
えひめのみかんジュース（500ｍｌ×6本）
えひめのジューシーオレンジジュース500ｍｌ
⽢夏みかんストレートジュース500ｍｌ
えひめのきよみタンゴールジュース５００ｍｌ
道後坊っちゃん物語UT-20

四
国

愛媛県

徳島県

中
国

広島県

⼭口県

⾹川県
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地域 都道府県 商品名
瀬⼾の⼣陽　ブラッドオレンジゼリー（9個入り）
坊っちゃん物語
坊っちゃん団子（6本入）
坊っちゃん団子（10本入）
坊ちゃん団子・姫タルト詰合せ（団子8本・タルト8切れ）
瀬⼾の塩だれ
瀬⼾内ブリュレフィユ伊予柑キャラメル4個入
瀬⼾内ブリュレフィユ伊予柑キャラメル8個入
瀬⼾内ブリュレフィユ伊予柑キャラメル12個入
みきゃんの恋
鰹のタタキ2本入（冷凍）
⼟佐便りぶんたんパイ（28枚入り）
⼟佐便りぶんたんパイ（17枚入り）
四万十川100％川のり佃煮
【岡林農園】⼟佐⽂旦果汁飲料720ｇギフト
【岡林農園】⼩夏果汁飲料720ｇギフト
【岡林農園】柚子果汁飲料720ｇ ギフト
【岡林農園】果汁飲料720ｇ 2本セットギフト（⽂旦・⼩夏）
【岡林農園】果汁飲料720ｇ 2本セットギフト（⽂旦・柚子）
【岡林農園】国産シロップ4本セット（⽂旦・⼩夏・柚子・ジンジャーゆず）
【岡林農園】ドリンク160ｇ12本セット（⽂旦×4本・⼩夏×4本・柚子×4本）
【岡林農園】飲むジュレ9個セット（⽂旦×5本・柚子×4本）
【岡林農園】ジャム6個セット（⽂旦×2個・⼩夏×2個・柚子×2個）
⻯串セット
大岐セット
だしが良くでる宗田節
【G&F】⼟佐いろいろドレッシング彩セット
【G&F】⼟佐づくり醤油３種セット
【G&F】⼟佐味噌３種セット
【G&F】直七スパークリングギフト６本入
【G&F】無添加万能からすみギフトセット３P
宗田節だし醤油の素40g
宗田節だしパウダー180g
しいたけ醤油
しいたけドレッシング
博多ラーメンまん　１００ｇ×３個
古賀市　焦がししょうゆ　150ml
焦がしブリュレドサンク
スイートポテト　6個入り
スイートポテト　9個入り
スイートポテト　12個入り
国産レンゲ蜂蜜180g（瓶）
国産レンゲ蜂蜜350g（ポリ）
国産アカシア蜂蜜180ｇ（瓶）
国産アカシア蜂蜜350ｇ（ポリ）
国産百花蜜180ｇ（瓶）
国産百花蜜350ｇ（ポリ）
ヨーグルト用はちみつ150ｇ（ポリ）×6本
コーヒー用はちみつ150ｇ（ポリ）×6本
料理用はちみつ150ｇ×6本
マヌカハチミツ　ＮＰＡ7+　80ｇ（10ｇ×8）スティックタイプ

四
国

愛媛県

九
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福岡県

高知県
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地域 都道府県 商品名
やますえ詰合せ「伊都」
糸島ちゃんぽん詰合せ
糸島めんたい「可也⼭」300ｇ
ハバネロ調味料100ml5本セット
ハバネロ調味料200ml5本セット
【冷凍】もつ鍋セット2〜3人前
⻩⾦鶏⽪揚げ　柚子こしょう⾵味　４袋セット
ogi cube（オギ　キューブ）　4袋セット
⼩城羊羹ギフト
⼩城羊羹食べ比べセット（化粧箱）
切羊羹5本入
雲仙ハム（３本セット）
極の塩カステラ　⼩
極の塩カステラ　大
塩どら巻　⼩
塩どら巻　大
⻑崎カステラ・⿊おこし詰合せ
半熟生カステラ2個セット
恋するカステラ（５カット）２箱セット
いきなり団子⾵ポルポローネ
城下もち
熊本はしごラーメンしちゃう︖
阿蘇ジャージーレーズンサンド
熊本ジャージーガレット
恋する⽢夏チョコクッキー
恋する⽢夏クランチチョコ
恋する⽢夏チーズケーキタルト
ﾏﾙｶﾏ醤油　6本Ａセット
ﾏﾙｶﾏ醤油　6本Bセット
ﾏﾙｶﾏ醤油　6本Ｃセット
さがら味噌　4㎏朱樽入
⼭うにとうふ　詰合せ「空」（そら） 2個セット
⼭うにとうふ　詰合せ「時」（とき） 3個セット
⼭うにとうふ　詰合せ「忍」（しのぶ）　4個セット
【蔵工房・二反田醤油】こだわり醤油プレミアム9種
【蔵工房・二反田醤油】こだわり醤油プレミアム6種
【蔵工房】産直素材プレミアムドレッシング9種
【蔵工房】産直素材プレミアムドレッシング6種
宮崎マンゴーラングドシャ（15枚入り）
宮崎マンゴーラングドシャ（24枚入り）
宮崎マンゴーラングドシャ（30枚入り）
宮崎マンゴーラングドシャ（50枚入り）
本格宮崎辛麺　5袋セット
本格宮崎辛麺　12袋セット
鶏の炭火焼
いもっコロ
みやざきてげなポテトチップス 喜びスパイス味　3袋セット
安納⿊豚　みそ漬けと生姜焼きセット 600g
安納⿊豚　ステーキ用ロース600g
安納⿊豚　しゃぶしゃぶセット（ロース100ｇ、モモ100ｇ、バラ100ｇ）
安納⿊豚　生ハム600ｇ

九
州
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縄

宮崎県

熊本県

大分県

佐賀県

⻑崎県

福岡県
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地域 都道府県 商品名
マンゴーラングドシャ１５枚入り　２箱セット
えびの限定チーズ饅頭（５個入り）２箱セット
鶏の炭火焼　ゆずこしょう味　3袋セット
えびのマロンブッセ（6個入り）2箱セット
花林糖饅頭２３個（３種詰合）
かごしま美味芋三昧
ごまじん　10袋セット
ぴりんぱらん（きなこ⾵味）　10袋セット
勝つお⾖（島とうがらし⾵味）　10袋セット
ざわわ（ひとくち⿊糖）　10袋セット
⿊糖蜜あんだぎー（7個入）　10袋セット　
さーたーあんだぎー（7個入）　10袋セット　
松屋　米国産牛めしの具30個
松屋　米国産牛めしの具20個
天然水
宇治抹茶入り緑茶
まぐろの角煮
極上まぐろの角煮
まぐろごはん（炊込みご飯の素）
ゑびやのかりんとう（伊勢海⽼）
ゑびやのかりんとう（あおさ）
ゑびやのかりんとう（真珠塩）
ゑび天せんべい
ゑびやの伊勢海⽼だし
ゑびやの和⾵だし
ゑびやの野菜だし
ゑびやの伊勢うどん
ゑびやの松阪牛肉味噌
真珠塩サイダー（24本/cs）
真珠のお守り　2個セット（半晒）（灰桜）（⻘磁）
岩⼿陸前高田応援セット
食味王1kg×3
雅3個+極3個
⾦賞米・紀州南高梅詰め合わせ
HIGHWAY MY BAG “HAVE A BREAK”　THE SECOND　ランチトート
HIGHWAY MY BAG “HAVE A BREAK”　THE SECOND　トート

※掲載商品について、変更、販売中止となる場合もあります。
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宮崎県

そ
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⿅児島県

沖縄県

その他
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