
令和3年4月1日現在　　

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 三宅　広通 代表取締役社長 萩原　久士 代表取締役社長 梶山　雅彦 代表取締役社長 大川　幸寛 代表取締役社長 湯浅　裕

主な業務（事業)

事業所数

〒460-0008 〒220-0004 〒460-0003 〒160-0022 〒460-0003

資 本 金

従業員数（令和2年3月31日現在）

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 牟田　広繁 代表取締役社長 河合　朝仁 代表取締役社長 日比野　進弘 代表取締役社長 増島　隆夫

主な業務（事業)

事業所数

〒222-0033 〒192-0083 〒460-0003 〒920-0024

東京都八王子市旭町12-4 愛知県名古屋市中区錦1-18-22 石川県金沢市西念3-1-9

日本生命八王子ビル　4F 名古屋ATビル　9F

TEL：045-476-2350 TEL：042-660-0801

資 本 金

従業員数（令和2年3月31日現在）

30百万円

本社および20基地

愛知県名古屋市中区錦3-6-29

サウスハウス　3F

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名（株）

本社および7事業所

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株）

310名

45百万円 100百万円 50百万円

488名

TEL：052-950-7181

100百万円 50百万円

2,043名 471名

https://www.patrol.co.jp/

1,324名

ＮＥＸＣＯ中日本グループ  子会社

中日本エクシス（株） 中日本エクストール横浜（株） 中日本エクストール名古屋（株） 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋（株）

平成19年4月1日 平成20年2月27日平成19年4月1日

サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア
（ＰＡ）における飲食・物販・不動産賃貸
業（SA・PA）をはじめとする各種事業

東京支社および八王子支社管内の高
速道路の料金収受業務

名古屋支社および金沢支社管内の高
速道路の料金収受業務

東京支社および八王子支社管内の高
速道路の交通管理業務

名古屋支社および金沢支社管内の高
速道路の交通管理業務

平成18年4月1日 平成19年10月1日

中日本ハイウェイ・パトロール東京（株）

平成17年12月8日 平成18年10月30日 平成18年10月30日 平成20年2月27日 平成19年10月1日

本　　　社

愛知県名古屋市中区栄2-3-1 神奈川県横浜市西区北幸2-15-1 愛知県名古屋市中区錦1-19-24 東京都新宿区新宿1-17-11

本社および14基地

TEL：045-329-2030

名古屋広小路ビルヂング　18F

本社および5支店 本社および15営業所 本社、1支店および17営業所

http://www.n-extoll.jp/

TEL：052-218-8944

東武横浜第2ビル　4F 名古屋第一ビル　6F ＢＮ御苑ビル　7Ｆ

TEL：052-203-5115 TEL：03-5379-2821

https://www.nhp-tokyo.co.jp/https://www.c-exis.co.jp/ http://www.exty.jp/

平成19年9月3日

本社および10事業所

名古屋支社管内の高速道路の維持修
繕業務

中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸（株）

本社および4事業所

金沢支社管内の高速道路の維持修繕
業務

平成19年11月1日

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央（株）

TEL：076-261-8111

本　　　社

神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12

https://www.c-nexco-hmt.jp/ https://www.c-nexco-chuoh.jp/

昭和57年10月8日 昭和53年10月4日

平成19年11月26日 平成19年11月20日

八王子支社管内の高速道路の維持修
繕業務

平成19年10月22日

平成19年12月14日

本社および4事業所

新横浜スクエアビル　3F

TEL：052-218-6730

東京支社管内の高速道路の維持修繕
業務

194名 147名

50百万円

https://www.c-nexco-hmn.jp/ https://c-nexco-hmh.jp/

45百万円 50百万円

165名 137名

https://www.patrol.co.jp/
http://www.n-extoll.jp/
https://www.nhp-tokyo.co.jp/
https://www.c-exis.co.jp/
http://www.exty.jp/
https://www.c-nexco-hmt.jp/
https://www.c-nexco-chuoh.jp/
https://www.c-nexco-hmn.jp/
https://c-nexco-hmh.jp/


令和3年4月1日現在　　

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 猪熊　康夫 代表取締役社長 中村　武夫 代表取締役社長 藤川　芳治 代表取締役社長 中須　誠 代表社員 中日本高速道路㈱

主な業務（事業)

事業所数

〒460-0003 〒460-0008 〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄2-3-31

CK22キリン広小路ビル　2F

TEL：052-228-8151

資 本 金

従業員数（令和2年3月31日現在）

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 柚本　英光 代表取締役社長 森　英治 代表取締役社長 阿久根　浩

主な業務（事業)

事業所数

4500 Fuller Drive Suite 145, 〒460-0008

 Irving, TX 75038

米国テキサス州アービング市

FOURTH DISTRICT, NCR, Philippines, 1209

資 本 金

従業員数（令和2年3月31日現在）

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株） 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株） ＮＥＸＣＯ中日本サービス（株） 中日本高速技術マーケティング（株） (同)NEXCO中日本インベストメント

三井住友銀行名古屋ビル

愛知県名古屋市中区錦2-18-19

ＮＥＸＣＯ中日本グループ  子会社

平成19年12月25日 平成19年11月29日 平成20年4月1日 平成24年3月1日 平成24年10月31日

昭和47年9月22日 昭和48年8月9日 平成20年2月1日 平成24年3月1日 平成24年10月31日

本社および15道路事務所等 本社、2支店および16道路事務所等 本社 本社 本社

東京支社および八王子支社管内の高
速道路の保全点検業務

名古屋支社および金沢支社管内の高速道
路の保全点検業務

お客さまサービス事業、人材派遣・ビジ
ネスサポート事業、不動産事業等

製品販売・開発・コンサルティング事業 投資事業

TEL：052-222-9991

https://www.c-nexco-het.jp/ http://www.c-nexco-hen.jp/ https://c-nexco-svc.jp/ https://www.c-nexco-tech.co.jp/

本　　　社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿1-23-7 愛知県名古屋市中区錦1-8-11 愛知県名古屋市中区栄2-4-18

新宿ファーストウエスト　9F DPスクエア錦　9F 岡谷鋼機ビル　5Ｆ

TEL:  03-5339-1711 TEL：052-212-4551

898名 936名 464名 12名 -

90百万円 90百万円 75百万円 30百万円 10百万円

NEXCO Highway Solutions of America
Inc.- A Subsidiary of NEXCO-Central

NEXCO-CENTRAL Philippines Inc. ㈱オアシスパーク

令和2年2月1日 令和元年12月1日 平成11年4月18日

令和元年8月8日 令和元年10月14日 平成10年10月6日

本社 本社 本社および1事業所

高速道路の調査・コンサルティング業務
および技術外販事業

コンサルティング業務等 県営公園の管理および運営等

Salcedo Village Bel-Air CITY OF MAKATI,本　　　社

23rd Floor, Tower 6789, Ayala Ave.

 cor. H.V. Dela Costa St., 岐阜県各務原市川島笠田町1564-1

〒460-0003

フィリピン国マカティ市

2名 3名 12名

1,800千米ドル 50百万フィリピンペソ 100百万円

TEL：0586-89-6766

https://www.cnexco.com/ https://www.oasispark.co.jp/

https://www.c-nexco-het.jp/
http://www.c-nexco-hen.jp/
https://c-nexco-svc.jp/
https://www.c-nexco-tech.co.jp/
https://www.cnexco.com/
https://www.oasispark.co.jp/


令和3年4月1日現在　　

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 久保田　修 代表取締役社長 奥脇　郁夫 代表取締役社長 佐藤　隆二 代表取締役社長 村山　和夫 代表取締役社長 片山　道夫

主な業務（事業)

事業所数

〒163-6025 〒194-8508　 〒102-0084 〒103-0011 〒101-0032

資 本 金

従業員数（令和2年3月31日現在）

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 山口　裕啓 代表取締役社長 鈴木　貴博

主な業務（事業)

事業所数

〒920-0395 〒434-0011 

資 本 金

従業員数（令和2年3月31日現在）

ＮＥＸＣＯ中日本グループ  関連会社

（株）ＮＥＸＣＯシステムズ （株）高速道路総合技術研究所 （株）ＮＥＸＣＯ保険サービス ハイウェイ・トール・システム（株） 日本高速道路インターナショナル（株）

昭和50年6月19日 平成19年4月2日 平成20年2月1日 昭和41年5月9日 平成23年9月1日

平成19年3月1日 平成19年4月2日 平成20年6月2日 昭和41年5月9日 平成23年9月7日

情報システム開発・運用、計数管理業務 研究開発業務等 保険代理事業 料金収受機械等保守整備業務
世界各国における高速道路の新設、
改築、維持、修繕、管理、その他道路
に関する事業

本社および4支店、11システム室 本社、緑化技術センター 本社および2事業所 本社および10センター 本社

本　　　社
東京都新宿区西新宿6-8-1 東京都町田市忠生1-4-1 東京都千代田区二番町3-4 東京都中央区日本橋大伝馬町14-1 東京都千代田区岩本町2-11-9

住友不動産新宿オークタワー25F 麹町御幸ビル　3Ｆ 住友生命日本橋大伝馬町ビル4F

TEL:03－6901－5111 TEL：042-791-1621 TEL：03-5210-5561 TEL：03-3667-4331 TEL:03-6757-7880
https://www.nexco-sys.co.jp/ http://www.ri-nexco.co.jp/ https://www.nexco-hoken.co.jp/ https://www.toll.co.jp/ https://www.jexway.jp/

50百万円 45百万円 15百万円 75百万円 49百万円

425名 134名 20名 845名 10名

北陸高速道路ターミナル（株） 中日本ファームすずなり（株）

昭和51年10月22日 平成30年7月5日

昭和52年12月1日 平成30年7月5日

トラックターミナル、貨物保管施設の建
設、管理

農産物の生産・加工・販売等

本社 本社

本　　　社
石川県金沢市神野町東202 静岡県浜松市浜北区上島2060

イトーピア橋本ビル 8F

100百万円 35百万円

5名 4名

TEL：076-249-9220 TEL:053-583-2200
http://hext.jp/

https://www.nexco-sys.co.jp/
http://www.ri-nexco.co.jp/
https://www.nexco-hoken.co.jp/
https://www.toll.co.jp/
https://www.jexway.jp/
http://hext.jp/


令和3年4月1日現在　　

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 松田　則雄 代表取締役社長 三枝　輝仁 代表取締役社長 並木　嘉久 代表取締役社長 布目 弘司 代表取締役社長 岸本　功

主な業務（事業)

事業所数

〒460-0008 〒222-0033 〒460-0003 〒250-0021

資 本 金

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 軍記　伸一

主な業務（事業)

事業所数

資 本 金

ＮＥＸＣＯ中日本グループ  子会社の子会社

中日本ハイウェイ・リテール㈱ 中日本ハイウェイ・アドバンス㈱ 艾客思國際股份有限公司

本　　　社

http://www.c-nexco-as.jp/

愛知県稲沢市下津南山1-7-1

TEL：0587-22-7811

〒492-8095

本　　　社
愛知県名古屋市中区栄2-9-3 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-13 台北市中山區南京東路一段86號5樓

https://www.c-exis-hr.co.jp/index.html http://www.highway-advance.co.jp/

TEL：052-218-2866 TEL：045-594-9026

伏見第一ビル　2F TPR新横浜ビル　3Ｆ

中日本高速オートサービス㈱

維持管理車両の車両管理業務

本社、１支店および1営業所

平成24年3月2日

平成24年4月1日

20百万円 30百万円 15百万台湾ドル

本社および28PA売店 本社および直営店舗4店 本社

PA売店運営
自動販売機事業
飲食事業

商業施設等の開発、管理および運営

昭和44年4月1日 平成24年4月2日 令和2年1月18日

昭和43年11月13日 平成24年4月2日 令和元年10月24日

20百万円

ＮＥＸＣＯ中日本開発㈱

平成26年4月8日

平成26年4月8日

商業施設等の開発、管理及び運営等

本社および1営業所

愛知県名古屋市中区錦2-18-19

三井住友銀行名古屋ビル　10F

TEL：052-222-8737
https://www.terrace-gate.jp/

箱根ターンパイク㈱

平成2年11月1日

平成2年11月1日

自動車道事業の経営、管理及び運営

本社

神奈川県小田原市早川2-22-1

TEL：0465-23-0381
https://www.htpl.co.jp/

9０百万円 37百万円

http://www.c-nexco-as.jp/
https://www.c-exis-hr.co.jp/index.html
http://www.highway-advance.co.jp/
https://www.terrace-gate.jp/
https://www.htpl.co.jp/


令和3年4月1日現在　　

社　　　名

設立（発足）年月日

事業開始年月日

代 表 者 代表取締役社長 秋里　乃武宏 代表取締役社長 森井　直治

主な業務（事業)

事業所数

〒164-8721 〒921-8005

資 本 金

本社および1支店 本社および7営業所

平成23年6月16日 平成7年6月14日

高速道路等の付帯設備に関する保
守、管理業務　他

道路構造物の調査・診断および補修・
補強事業

ＮＥＸＣＯ中日本グループ  子会社の関連会社

中日本施設管理㈱ デーロス・ジャパン㈱

平成23年6月16日 平成7年6月14日

本　　　社 ハーモニータワー　6Ｆ

http://www.sisetukanri.co.jp/ http://www.deros-japan.co.jp/index.html

石川県金沢市間明町2-70東京都中野区本町1-32-2

30百万円 99百万円

http://www.sisetukanri.co.jp/
http://www.deros-japan.co.jp/index.html

