
平成 30年 7月 25日 

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 

西日本高速道路ロジスティックス株式会社 

報 道 関 係 各 位 

NEXCO西日本グループオリジナル『天然水』を販売します 
～ 「水の郷百選」認定 東広島市で採水 ～ 

  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）と西日本

高速道路ロジスティックス株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：田島 克宣）は、８月１日よりＮＥＸＣＯ西日

本グループオリジナルのナチュラルミネラルウォーター『天然水』を販売いたします。 

■製品概要■ 

1）名  称    ナチュラルミネラルウォーター『天然水』 

2）販売開始日    平成 30 年 8月 1日（水）から順次販売 

※SAPA 店舗内で先行販売し、順次自動販売機へも導入します。 

3）販 売 個 所    NEXCO 西日本管轄内サービスエリア・パーキングエリア 113箇所  

※「別紙」のとおり（自動販売機のみでの販売箇所を含む） 

4）希 望 小 売 価 格    99 円（税込） ※自動販売機は 100円（税込） 

5）特 長    販売する「天然水」は、「水の郷百選」にも認定された東広 

島市で採水し、そこで汲み上げたアルカリイオン水を使用し 

ています。 

この「天然水」で心身ともにリフレッシュして安全運転をしてい

ただきたいという想いをもって、企画開発しました。 

★名称：ナチュラルミネラルウォーター 

★原材料名：水（鉱水） 

★内容量：500ml 

★販売者：西日本高速道路ロジスティックス株式会社 

★栄養成分（100ml あたり） 

 エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0g、 

ナトリウム 2.1 ㎎（食塩相当量 0.01mg）



別紙

№ 県名 エリア名 販売箇所 № 県名 エリア名 販売箇所

1 滋賀県 黒丸ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 58 広島県 宮島ＳＡ（上） 自動販売機

2 滋賀県 黒丸ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 59 広島県 宮島ＳＡ（下） 自動販売機

3 滋賀県 菩提寺ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 60 広島県 久地ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

4 滋賀県 菩提寺ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 61 広島県 久地ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

5 滋賀県 草津ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 62 広島県 福山ＳＡ（下） 自動販売機

6 滋賀県 草津ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 63 広島県 高坂ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

7 滋賀県 大津ＳＡ（上） 自動販売機 64 広島県 高坂ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

8 京都府 桂川ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 65 山口県 下松ＳＡ（上） 自動販売機

9 京都府 桂川ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 66 山口県 下松ＳＡ（下） 自動販売機

10 大阪府 吹田ＳＡ（上） 自動販売機 67 山口県 玖珂ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

11 大阪府 吹田ＳＡ（下） 自動販売機 68 山口県 玖珂ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

12 大阪府 岸和田ＳＡ（上） 自動販売機 69 山口県 王司ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

13 大阪府 岸和田ＳＡ（下） 自動販売機 70 山口県 王司ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

14 大阪府 茨木千提寺ＰＡ（上） 自動販売機 71 香川県 府中湖ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

15 大阪府 茨木千提寺ＰＡ（下） 自動販売機 72 香川県 豊浜ＳＡ（上） 自動販売機

16 兵庫県 西紀ＳＡ（上） 自動販売機 73 徳島県 吉野川ＳＡ（上） 自動販売機

17 兵庫県 西宮名塩ＳＡ（上） 自動販売機 74 愛媛県 石鎚山ＳＡ（上） 自動販売機

18 兵庫県 宝塚北ＳＡ集約 自動販売機 75 愛媛県 石鎚山ＳＡ（下） 自動販売機

19 兵庫県 赤松ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 76 愛媛県 馬立ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

20 兵庫県 赤松ＰＡ（下） ショッピングコーナー 77 高知県 立川ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

21 兵庫県 社ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 78 高知県 南国ＳＡ（上） 自動販売機

22 兵庫県 加西ＳＡ（上） 自動販売機 79 高知県 南国ＳＡ（下） 自動販売機

23 兵庫県 加西ＳＡ（下） 自動販売機 80 福岡県 めかりＰＡ（上） 自動販売機

24 兵庫県 淡河ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 81 福岡県 吉志ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

25 兵庫県 淡河ＰＡ（下） ショッピングコーナー 82 福岡県 吉志ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

26 兵庫県 三木ＳＡ（上） 自動販売機 83 福岡県 古賀ＳＡ（上） 自動販売機

27 兵庫県 三木ＳＡ（下） 自動販売機 84 福岡県 基山ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

28 兵庫県 権現湖ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 85 福岡県 広川ＳＡ（上） 自動販売機

29 兵庫県 権現湖ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 86 福岡県 金立ＳＡ（上） 自動販売機

30 兵庫県 白鳥ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 87 福岡県 山田ＳＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

31 兵庫県 龍野西ＳＡ（上） 自動販売機 88 福岡県 山川ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

32 兵庫県 龍野西ＳＡ（下） 自動販売機 89 福岡県 山川ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

33 兵庫県 名谷ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 90 福岡県 今川ＰＡ（上） 自動販売機

34 兵庫県 別所ＰＡ（上） ショッピングコーナー 91 福岡県 今川ＰＡ（下） 自動販売機

35 兵庫県 別所ＰＡ（下） ショッピングコーナー 92 佐賀県 基山ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

36 奈良県 香芝ＳＡ（下） 自動販売機 93 佐賀県 金立ＳＡ（下） 自動販売機

37 奈良県 天理ＰＡ（上） 自動販売機 94 佐賀県 多久西ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

38 奈良県 天理ＰＡ（下） 自動販売機 95 佐賀県 多久西ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

39 和歌山県 紀ノ川ＳＡ（上） 自動販売機 96 佐賀県 川登ＳＡ（上） 自動販売機

40 和歌山県 紀ノ川ＳＡ（下） 自動販売機 97 佐賀県 川登ＳＡ（下） 自動販売機

41 岡山県 福石ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 98 熊本県 玉名ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

42 岡山県 福石ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 99 熊本県 玉名ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

43 岡山県 勝央ＳＡ（上） 自動販売機 100 熊本県 宮原ＳＡ（上） 自動販売機

44 岡山県 勝央ＳＡ（下） 自動販売機 101 熊本県 宮原ＳＡ（下） 自動販売機

45 岡山県 瀬戸ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 102 長崎県 大村湾ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

46 岡山県 吉備ＳＡ（上） 自動販売機 103 長崎県 大村湾ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

47 岡山県 道口ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 104 宮崎県 えびのＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

48 岡山県 道口ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 105 宮崎県 えびのＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

49 岡山県 高梁ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 106 宮崎県 霧島ＳＡ（上） 自動販売機

50 岡山県 高梁ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 107 宮崎県 霧島ＳＡ（下） 自動販売機

51 岡山県 蒜山高原ＳＡ（上） 自動販売機 108 鹿児島県 桜島ＳＡ（上） 自動販売機

52 岡山県 蒜山高原ＳＡ（下） 自動販売機 109 鹿児島県 桜島ＳＡ（下） 自動販売機

53 広島県 安佐ＳＡ（上） 自動販売機 110 沖縄県 伊芸ＳＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

54 広島県 安佐ＳＡ（下） 自動販売機 111 沖縄県 伊芸ＳＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

55 広島県 小谷ＳＡ（上） 自動販売機 112 沖縄県 中城ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

56 広島県 奥屋ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機 113 沖縄県 中城ＰＡ（下） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ

57 広島県 沼田ＰＡ（上） ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｺｰﾅｰ、自動販売機

『天然水』販売箇所（１１３箇所）


