
 

 

 

令和元年 9月 10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 

 
秋の行楽シーズン目前‼ ＳＡ・ＰＡで『乳児用液体ミルク』の販売を開始します 

～ 哺乳瓶に移し替えるだけ。災害発生時の非常用食品としても ～ 

 
  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、令和元年 9月 13日（金）よ

り乳児用液体ミルク 2品の取り扱いを開始します。 

本商品は、車での移動中でも哺乳瓶への移し替えですぐに飲ませられ、小さなお子さま連れのご家族に快適

に高速道路をご利用いただくために便利な商品です。また、災害発生時の乳児用の非常用食品としても活用い

ただけます。 

本格的な秋の行楽シーズン到来を前にNEXCO西日本管内のサービスエリア（SA）及びパーキングエリア（PA）

で販売を開始します。 

 

■商品概要 1■ 

1） 名 称 アイクレオ 赤ちゃんミルク 

2） 製 造 者 江崎グリコ株式会社 

3） 販売開始日 令和元年 9月 13日（金）から順次販売 

4） 販 売 箇 所 NEXCO西日本管轄内の SA・PA 60箇所（別紙のとおり） 

5） 希望小売価格 210円/本（税抜） 

6） 特 徴 母乳に近い栄養成分の調乳いらずの液体ミルク。内容量は 125㎖で温

め不要で常温のまま飲めます。無菌パック製法により、無菌化された状

態で充填するため、賞味期限も常温で6ヶ月と長期保存も可能です。ま

た、紙パック製で持ち運びし易く、使い勝手が良くて便利です。 

※江崎グリコ株式会社ホームページ参照 

■商品概要 2■ 

1） 名 称 明治ほほえみ らくらくミルク 

2） 製 造 者 株式会社 明治 

3） 販売開始日 令和元年 9月 13日（金）から順次販売 

4） 販 売 箇 所 NEXCO西日本管轄内の SA・PA 47箇所（別紙のとおり） 

5） 希望小売価格 247円/本（税抜） 

6） 特 徴 乳児にとって最良の栄養である母乳を徹底的に研究して生まれた

『明治ほほえみ』の液体タイプです。耐久性の高いスチール缶を採

用しており、内容量は 240㎖で賞味期限も 1 年と長く、災害時の備

蓄品としても適しています。 

※株式会社 明治ホームページ参照 

 

この件に関するお問い合わせは、 

西日本高速道路ロジスティックス㈱ 営業課 石川（いしかわ） 

TEL：06-6344-6439 URL：http://www.w-logi.jp 

本資料は、 

大阪建設記者クラブ、大阪経済記者クラブ、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、鳥取県庁県政記者室、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、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、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おります。 

 

 

http://www.w-logi.jp/


 

 

別紙 

 

■『アイクレオ 赤ちゃんミルク』販売店舗(令和元年 9月 13日時点)  ※販売店舗は、順次拡大予定 

No エリア 府県名 道路名 サービスエリア・パーキングエリア名 上下区分 

1 関西 滋賀県 名神高速道路 大津サービスエリア 上り 

2 関西 滋賀県 名神高速道路 大津サービスエリア 下り 

3 関西 滋賀県 名神高速道路 草津パーキングエリア 上り 

4 関西 滋賀県 名神高速道路 草津パーキングエリア 下り 

5 関西 大阪府 名神高速道路 吹田サービスエリア 上り 

6 関西 大阪府 名神高速道路 吹田サービスエリア 下り 

7 関西 大阪府 阪和自動車道 岸和田サービスエリア 上り 

8 関西 大阪府 阪和自動車道 岸和田サービスエリア 下り 

9 関西 和歌山県 阪和自動車道 紀ノ川サービスエリア 下り 

10 関西 奈良県 西名阪自動車道 香芝サービスエリア 上り 

11 関西 奈良県 西名阪自動車道 香芝サービスエリア 下り 

12 関西 兵庫県 中国自動車道 西宮名塩サービスエリア 上り 

13 関西 兵庫県 中国自動車道 西宮名塩サービスエリア 下り 

14 関西 兵庫県 中国自動車道 加西サービスエリア 上り 

15 関西 兵庫県 中国自動車道 加西サービスエリア 下り 

16 関西 兵庫県 山陽自動車道 三木サービスエリア 下り 

17 関西 兵庫県 山陽自動車道 龍野西サービスエリア 上り 

18 関西 兵庫県 山陽自動車道 龍野西サービスエリア 下り 

19 関西 兵庫県 山陽自動車道 淡河パーキングエリア 上り 

20 関西 兵庫県 舞鶴若狭自動車道 西紀サービスエリア 上り 

21 関西 兵庫県 舞鶴若狭自動車道 西紀サービスエリア 下り 

22 関西 兵庫県 新名神高速道路 宝塚北サービスエリア 上下集約 

23 関西 兵庫県 第二神明道路 明石サービスエリア 上り 

24 関西 兵庫県 第二神明道路 明石サービスエリア 下り 

25 関西 兵庫県 姫路バイパス 別所パーキングエリア 上り 

26 関西 兵庫県 姫路バイパス 別所パーキングエリア 下り 

27 中国 岡山県 中国自動車道 真庭パーキングエリア 上り 

28 中国 岡山県 中国自動車道 真庭パーキングエリア 下り 

29 中国 岡山県 山陽自動車道 吉備サービスエリア 上り 

30 中国 岡山県 山陽自動車道 吉備サービスエリア 下り 

31 中国 岡山県 山陽自動車道 瀬戸パーキングエリア 下り 

32 中国 鳥取県 米子自動車道 大山パーキングエリア 上り 

33 中国 広島県 山陽自動車道 福山サービスエリア 上り 

34 中国 広島県 山陽自動車道 福山サービスエリア 下り 

35 中国 広島県 山陽自動車道 八幡パーキングエリア 上り 

36 中国 広島県 山陽自動車道 八幡パーキングエリア 下り 

37 中国 山口県 中国自動車道 美東サービスエリア 下り 

38 四国 香川県 高松自動車道 豊浜サービスエリア 上り 

39 四国 香川県 高松自動車道 豊浜サービスエリア 下り 

40 四国 徳島県 徳島自動車道 上板サービスエリア 上り 

41 四国 徳島県 徳島自動車道 上板サービスエリア 下り 

42 四国 徳島県 徳島自動車道 吉野川サービスエリア 上り 

43 四国 愛媛県 松山自動車道 石鎚山サービスエリア 上り 

44 四国 愛媛県 松山自動車道 石鎚山サービスエリア 下り 

45 四国 愛媛県 松山自動車道 伊予灘サービスエリア 上り 

46 四国 愛媛県 松山自動車道 伊予灘サービスエリア 下り 

47 四国 高知県 高知自動車道 南国サービスエリア 上り 

48 四国 高知県 高知自動車道 南国サービスエリア 下り 



49 九州 福岡県 九州自動車道 古賀サービスエリア 下り 

50 九州 福岡県 大分自動車道 山田サービスエリア 下り 

51 九州 佐賀県 長崎自動車道 金立サービスエリア 上り 

52 九州 佐賀県 長崎自動車道 金立サービスエリア 下り 

53 九州 佐賀県 長崎自動車道 川登サービスエリア 下り 

54 九州 熊本県 九州自動車道 北熊本サービスエリア 上り 

55 九州 熊本県 九州自動車道 北熊本サービスエリア 下り 

56 九州 熊本県 九州自動車道 宮原サービスエリア 上り 

57 九州 熊本県 九州自動車道 宮原サービスエリア 下り 

58 九州 熊本県 九州自動車道 山江サービスエリア 下り 

59 九州 大分県 東九州自動車道 別府湾サービスエリア 上り 

60 九州 大分県 東九州自動車道 別府湾サービスエリア 下り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■『明治ほほえみ らくらくミルク』販売店舗(令和元年 9月 13日時点)  ※販売店舗は、順次拡大予定 

No エリア 府県名 道路名 サービスエリア・パーキングエリア名 上下区分 

1 関西 滋賀県 名神高速道路 大津サービスエリア 上り 

2 関西 滋賀県 名神高速道路 大津サービスエリア 下り 

3 関西 大阪府 名神高速道路 吹田サービスエリア 上り 

4 関西 大阪府 名神高速道路 吹田サービスエリア 下り 

5 関西 大阪府 阪和自動車道 岸和田サービスエリア 上り 

6 関西 大阪府 阪和自動車道 岸和田サービスエリア 下り 

7 関西 和歌山県 阪和自動車道 紀ノ川サービスエリア 下り 

8 関西 奈良県 西名阪自動車道 香芝サービスエリア 上り 

9 関西 奈良県 西名阪自動車道 香芝サービスエリア 下り 

10 関西 兵庫県 中国自動車道 西宮名塩サービスエリア 上り 

11 関西 兵庫県 山陽自動車道 龍野西サービスエリア 下り 

12 関西 兵庫県 山陽自動車道 淡河パーキングエリア 上り 

13 関西 兵庫県 舞鶴若狭自動車道 西紀サービスエリア 下り 

14 関西 兵庫県 新名神高速道路 宝塚北サービスエリア 上下集約 

15 関西 兵庫県 第二神明道路 明石サービスエリア 上り 

16 関西 兵庫県 第二神明道路 明石サービスエリア 下り 

17 関西 兵庫県 姫路バイパス 別所パーキングエリア 上り 

18 関西 兵庫県 姫路バイパス 別所パーキングエリア 下り 

19 中国 岡山県 中国自動車道 大佐サービスエリア 上り 

20 中国 岡山県 中国自動車道 大佐サービスエリア 下り 

21 中国 岡山県 中国自動車道 真庭パーキングエリア 上り 

22 中国 岡山県 中国自動車道 真庭パーキングエリア 下り 

23 中国 岡山県 山陽自動車道 瀬戸パーキングエリア 下り 

24 中国 広島県 山陽自動車道 福山サービスエリア 上り 

25 中国 広島県 山陽自動車道 小谷サービスエリア 下り 

26 中国 広島県 山陽自動車道 宮島サービスエリア 上り 

27 中国 広島県 中国自動車道 安佐サービスエリア 上り 

28 中国 広島県 中国自動車道 安佐サービスエリア 下り 

29 中国 広島県 山陽自動車道 八幡パーキングエリア 上り 

30 中国 広島県 山陽自動車道 八幡パーキングエリア 下り 

31 中国 山口県 山陽自動車道 下松サービスエリア 上り 

32 中国 山口県 山陽自動車道 下松サービスエリア 下り 

33 中国 山口県 中国自動車道 美東サービスエリア 上り 

34 九州 福岡県 九州自動車道 古賀サービスエリア 上り 

35 九州 福岡県 九州自動車道 広川サービスエリア 上り 

36 九州 福岡県 九州自動車道 広川サービスエリア 下り 

37 九州 佐賀県 九州自動車道 基山パーキングエリア 上り 

38 九州 福岡県 九州自動車道 基山パーキングエリア 下り 

39 九州 福岡県 大分自動車道 山田サービスエリア 下り 

40 九州 佐賀県 長崎自動車道 金立サービスエリア 上り 

41 九州 熊本県 九州自動車道 山江サービスエリア 上り 

42 九州 大分県 大分自動車道 玖珠サービスエリア 上り 

43 九州 大分県 大分自動車道 玖珠サービスエリア 下り 

44 九州 宮崎県 宮崎自動車道 山之口サービスエリア 上り 

45 九州 宮崎県 宮崎自動車道 山之口サービスエリア 下り 

46 九州 鹿児島県 九州自動車道 桜島サービスエリア 上り 

47 九州 鹿児島県 九州自動車道 桜島サービスエリア 下り 

 

 


