
「高速道路 SA・PAを知る研修」 

 日 時： 平成 28年 9月 28日（水） 13：00～17：00 

 会 場： 土岐市文化プラザ ルナホール （土岐市土岐津町土岐口 2121-1）  

 内 容： 

第 1部  13：00～14：40 

①高速道路 SA・PAを知る 13：10～14：00 

      ◇SA・PA の保有・管理する立場から、SA・PA の特性や中日本高速道路㈱グループ

の取組み等をご紹介します。 

        講 師： 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 

              関連事業部 関連事業チーム 担当リーダー 水野 俊雄 

 

②テナントニーズを知る 14：10～14：40 

      ◇SA・PA で実際に店舗運営を行うテナントから、SA・PA に求める商品をご紹介しま

す。説明では「伊勢・志摩サミット」における「三重県コーナー」導入についても触れ

ます。 

講 師： 株式会社安全 

取締役営業部長 澤田 郁男 

～SA・PAの地域の“顔”化を進めます！～ 

 「高速道路 SA・PA との顔つなぎの会」 
  及び「高速道路 SA・PAを知る研修」のご案内 

主催 東海環状都市地域交流連携推進協議会 

中日本高速道路株式会社 

中日本エクシス株式会社 

 

東海環状自動車道沿線の地域企業と中日本高速道路株式会社の「高速道路 SA（ｻｰﾋﾞ

ｽｴﾘｱ）・PA（ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ）との商談の場として顔つなぎの会（以下、「顔つなぎの会」）」を開

催します。また、顔つなぎの会に先駆けて、「高速道路SA・PAを知る研修（以下「研修」）」も

実施します。 

ビジネスチャンス開拓の場として、地域企業の参加を広く募集します。 

研修では SA・PA を運営する立場での講義及び地域企業の提案力向上に向けたワーク

ショップを開催します。顔つなぎの会での成約を高めるためにも、研修にも是非ご参加下さ

い。 

 

 

 

 

 

東海環状都市地域交流連携推進協議会(以下、「MAG協議会」)とは  

東海環状自動車道（愛称: ＭＡＧループ）によって結ばれる９都市（多

治見市・関市・美濃市・瑞浪市・美濃加茂市・土岐市・可児市・瀬戸市・

豊田市）が、「人・モノ・文化・情報」など多様な交流と連携を推進する

ために設立された協議会です 

 



  第 2部 15：00～17：00 

    ①提案力を高める 15：10～17：00 

      ◇顔つなぎの会に先立って、自社の商品をプレ提案してもらいます。 

ワークショップ（5企業+ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰで 1組となり、各企業が自社の製品を提案し、 

他の参加企業に評価してもらいます）  

       ※「顔つなぎの会」の提案様式（サンプル商品を含む）を持参してください。 

参 加 負 担 金： 無料 ※但し、研修に伴う費用（交通費等）は自己負担となります。 

参加募集企業数： 第１部 50社（各社 2名まで） 

             第 2部 30社（各社 2名まで） 

         ※MAG協議会 9都市の商工会議所に加盟する企業又は市内に事業所を有する

企業に限ります 

参 加 申 込： 別紙様式にて、メール又は FAXにて、申込み願います。 

         ※第 1部、第 2部のいずれに参加するのか明確に記載願います。  

申 込 期 間： 平成 28年 8月 29日（月）午前 9時～9月 12日（月）午後 5時まで  

※申込は先着順とし、定員になり次第募集を締め切らせていただきます 

※申込者には後日参加確定のご連絡をさせて頂きます 
「高速道路 SA・PA との顔つなぎの会」 

 日 時： 平成 28年 11月 29日（火） 13：30～16：30 

 会 場： 瀬戸蔵 4F多目的ホール （瀬戸市蔵所町 1-1） 

 参加 SA・PA（予定）：  別紙一覧表の通り 

 参加負担金： 無料 ※但し、商談に伴う費用（交通費等）は自己負担となります 

 募 集 定 員： 30社 ※申込先着順とさせていただきます 

               ※MAG協議会 9都市の商工会議所に加盟する企業又は市内に 

事業所を有する企業に限ります 

 商 談 時 間： 15分/回 

 対 象 商 品： 食品（加工食品、果物、野菜等）・非食品  

 参 加 申 込： 別紙様式にて、メール又は FAXにて、申込み願います 

           ※申し込みの際は、別紙「申込書」 1 通と商談を希望されるエリアごとの提案

様式を添付していただくようお願いいたします。 

※当日は提案書に加えてサンプル等、商品がわかるものを持参してください 

 申 込 期 間： 平成 28年 9月 28日（水）午前 9時～10月 21日（金）午後 5時まで  

※申込は先着順とし、定員になり次第募集を締め切らせていただきます 

※申込者には後日参加確定のご連絡をさせて頂きます 

そ の 他： ※ 商談を希望されるエリア数に上限はありませんが、特定のエリアに希望が

集中した場合、ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください 

◆お問合せ先及び参加申込先 

 中日本高速道路㈱名古屋支社関連事業部関連事業 T 水野、村井、大西 

 住所：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-18-19三井住友銀行名古屋ビル 

 TEL：052-222-1218 ／ FAX：052-222-3723 ／ E-mail: shoudan@c-nexco.co.jp 

mailto:shoudan@c-nexco.co.jp


（別紙） 

「高速道路 SA・PA との顔つなぎの会」 参加エリア一覧（予定）【７/1現在】 

路線名 エリア名 上下 テナント名 

東名高速道路 上郷ＳＡ 上り 名鉄レストラン㈱ 

東名高速道路 上郷ＳＡ 下り 三岐鉄道㈱ 

新東名高速道路 岡崎ＳＡ 集約 名鉄レストラン㈱ 

名神高速道路 尾張一宮ＰＡ 下り ㈱名古屋食糧 

名神高速道路 養老ＳＡ 上り 日本観光開発㈱ 

名神高速道路 養老ＳＡ 下り ㈱名鉄レストラン 

中央自動車道 恵那峡ＳＡ 下り 名鉄レストラン㈱ 

中央自動車道 内津峠ＰＡ 上り 信南サービス㈱ 

中央自動車道 内津峠ＰＡ 下り 信南サービス㈱ 

中央自動車道 屏風山ＰＡ 下り 中日本ハイウェイ・リテール名古屋㈱ 

東海北陸自動車道 関ＳＡ 上り ㈱ＫＲフードサービス 

東海北陸自動車道 長良川ＳＡ 下り ㈱信南サービス 

東名阪自動車道 大山田ＰＡ 下り 三重県観光開発㈱ 

東名阪自動車道 御在所ＳＡ 上り ㈱安全 

東名阪自動車道 御在所ＳＡ 下り 三岐鉄道㈱ 

東名阪自動車道 亀山ＰＡ 下り 三重県観光開発㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「高速道路 SA・PA を知る研修」参加申込書 
（9/28 土岐市開催） 
 

申

込

者 

 

企業・団体名 

 

 

担当者お名前 

 （※2名まで） 

役 職： 

氏 名： 

役 職： 

氏 名： 

連絡先 

所在地 〒 

 

 

電話番号：              FAX番号： 

E-mail： 

応募要件 

（いずれかに丸をお願いします） 

MAG協議会 9都市の 

 

    商工会議所に加盟  ／  市内に事業所を有する 

 

 

 

 

◆参加を希望する研修 

「高速道路 SA・PA を知る研

修」 

 （9/28 土岐市開催） 

 

 

第 1部 

 

 

参加する   ,    参加しない 

 

 

第 2部 

 

 

参加する   ,    参加しない 

 ※参加を希望されるものに「○」印をご記入願います。 

申込期間： 平成 28年 8月 29日（月）午前 9時～9月 12日（月）午後 5時まで  

※ 先着順とし、定員になり次第募集を締め切らせていただきます 

 



「高速道路 SA・PA との顔つなぎの会」参加申込書 
（11/29 瀬戸市開催） 
 

申

込

者 

 

企業・団体名 

 

 

担当者お名前 

 （※2名まで） 

役 職： 

氏 名： 

役 職： 

氏 名： 

連絡先 

所在地 〒 

 

 

電話番号：              FAX番号： 

E-mail： 

応募要件 

（いずれかに丸をお願いします） 

MAG協議会 9都市の 

 

    商工会議所に加盟  ／  市内に事業所を有する 

 

 

 

 
申込期間： 平成 28年 9月 28日（水）午前 9時～10月 21日（金）午後 5時まで 

※ 先着順とし、定員になり次第募集を締め切らせていただきます 

 



◎「高速道路 SA・PA との顔つなぎの会」提案様式 

 企業・団体名

担当者お名前

連絡先

商品名
市場価格
（税込）

出店スキーム

　　　出店希望地域
例）三河地方、美濃地域、
　北勢地域 etc

　　出店希望SA・PA名
例）○○SA（上り）

　　　販売ターゲット
例）ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝ、観光客

内容量（単位） 商品の写真

賞味期限（単位）

納入実績

納入方法
（販売ルート等）

よく売れる時期

主要な原材料とその産地

JANコード

発注リードタイム

最少納品単位

PL保険への加入

NO.
　(※記入不要）

商品の特長・コンセプト

活用の方法等

商品納入　　／　　テント・移動販売車販売　　／　　テナント出店

※別資料等で上記内容が確認できる場合は、記入不要で構いません。

商品の検査、衛生管理の取
組状況について


