
 

 

令和元年 11 月 27 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 

江崎グリコ株式会社 

株式会社 明治 

光明興業株式会社 

報 道 関 係 各 位 

年末年始目前‼ 車移動時の赤ちゃんの強い味方 

乳児用液体ミルク体験会の開催について 

～ 液体ミルクって、どんなもの？ 一度、体験してみませんか？ ～ 
 
  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）、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）、江崎グリコ株式会社（大阪市西

淀川区、代表取締役社長：江崎 勝久）、株式会社 明治（東京都中央区、代表取締役社長：松田 克也）及び光

明興業株式会社（大阪市中央区、代表取締役社長：段 正峰）は、本年9 月より NEXCO西日本管内のサービスエ

リア（SA）・パーキングエリア（PA）で販売を開始しました乳児用液体ミルクの体験会（商品案内・試飲・即売会）を

開催します。 

  また、本商品のメーカーである江崎グリコ株式会社及び株式会社 明治の栄養士から、本商品の特性等につ

いての説明もお聞きいただくことができ、本商品をより知っていただくことができます。 

小さなお子さまがおられるご両親はもちろん、お爺様・お婆様など、どなたでもご参加いただけます。 

これからお車での移動の機会が増加する年末年始を目前に、高速道路を快適にご利用いただくためにお役に

たてる乳児用液体ミルクを知っていただける機会です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

■イベント概要■ 

1） 開 催 日 時 令和元年12月14日（土）【午前の部】10時～、【午後の部】14時～ （終了予定：16：30頃） 

2） 場 所 新名神高速道路 宝塚北 SA イベントスペース（インフォメーション正面） 

3） 内 容 ① 栄養士による商品説明 

② 試飲（大人の方にも試飲いただけます） 

③ SAPA における液体ミルクの販売箇所及びベビーコーナーの整備状況等のご案内 

④ イベントスペースでの臨時販売 

 

■商品概要■ 

名 称 

メ ー カ ー 

販 売 価 格 

内 容 量 

販売箇所数（※） 

アイクレオ赤ちゃんミルク 

江崎グリコ株式会社 

210 円/本（税抜） 

125 ㎖ 

69 箇所 

 名 称 

メ ー カ ー 

販 売 価 格 

内 容 量 

販売箇所数（※） 

明治ほほえみ らくらくミルク 

株式会社 明治 

247 円/本（税抜） 

240 ㎖ 

59 箇所 

（※）「販売箇所数」は、NEXCO 西日本管内における取扱 SAPA 数を指し、具体の SAPA 名は別表参照 

 

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、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、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


 

 

（別表）  販売店舗一覧表（2019 年 11 月 27 日 現在） 

No エリア 府県名 道路名 SA・PA 名 
上下 

区分 

ｸﾞﾘｺ 
ｱｲｸﾚｵ 

赤ちゃんﾐﾙｸ 

明治 
明治ほほえみ 

らくらくﾐﾙｸ 

１ 関西 滋賀県 名神 大津 SA 上り ○ ○ 

２ 関西 滋賀県 名神 大津 SA 下り ○ ○ 

３ 関西 滋賀県 名神 草津 PA 上り ○  

４ 関西 滋賀県 名神 草津 PA 下り ○  

５ 関西 大阪府 名神 吹田 SA 上り ○ ○ 

６ 関西 大阪府 名神 吹田 SA 下り ○ ○ 

７ 関西 大阪府 阪和道 岸和田 SA 上り ○ ○ 

８ 関西 大阪府 阪和道 岸和田 SA 下り ○ ○ 

９ 関西 和歌山県 阪和道 紀ノ川 SA 下り ○ ○ 

１０ 関西 奈良県 西名阪道 香芝 SA 上り ○ ○ 

１１ 関西 奈良県 西名阪道 香芝 SA 下り ○ ○ 

１２ 関西 兵庫県 中国道 西宮名塩 SA 上り ○ ○ 

１３ 関西 兵庫県 中国道 西宮名塩 SA 下り ○  

１４ 関西 兵庫県 中国道 加西 SA 上り ○  

１５ 関西 兵庫県 中国道 加西 SA 下り ○  

１６ 関西 兵庫県 中国道 上月 PA 上り ○  

１７ 関西 兵庫県 中国道 上月 PA 下り ○  

１８ 関西 兵庫県 山陽道 三木 SA 下り ○  

１９ 関西 兵庫県 山陽道 龍野西 SA 上り ○  

２０ 関西 兵庫県 山陽道 龍野西 SA 下り ○ ○ 

２１ 関西 兵庫県 山陽道 淡河 PA 上り ○ ○ 

２２ 関西 兵庫県 舞鶴道 西紀 SA 上り ○  

２３ 関西 兵庫県 舞鶴道 西紀 SA 下り ○ ○ 

２４ 関西 兵庫県 新名神 宝塚北 SA 上下集約 ○ ○ 

２５ 関西 兵庫県 第二神明 明石 SA 上り ○ ○ 

２６ 関西 兵庫県 第二神明 明石 SA 下り ○ ○ 

２７ 関西 兵庫県 姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽ 別所 PA 上り ○ ○ 

２８ 関西 兵庫県 姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽ 別所 PA 下り ○ ○ 

関西 計２８箇所 ２８箇所 １８箇所 

２９ 中国 岡山県 中国道 勝央 SA 上り ○  

３０ 中国 岡山県 中国道 勝央 SA 下り  ○ 

３１ 中国 岡山県 中国道 真庭 PA 上り ○ ○ 

３２ 中国 岡山県 中国道 真庭 PA 下り ○ ○ 

３３ 中国 岡山県 中国道 大佐 SA 上り  ○ 

３４ 中国 岡山県 中国道 大佐 SA 下り  ○ 

３５ 中国 岡山県 山陽道 吉備 SA 上り ○  

３６ 中国 岡山県 山陽道 吉備 SA 下り ○  

３７ 中国 岡山県 山陽道 瀬戸 PA 下り ○ ○ 

３８ 中国 岡山県 米子道 蒜山高原 SA 上り  ○ 

３９ 中国 岡山県 米子道 蒜山高原 SA 下り ○ ○ 

４０ 中国 鳥取県 米子道 大山 PA 上り ○  

４１ 中国 広島県 山陽道 福山 SA 上り ○ ○ 

４２ 中国 広島県 山陽道 福山 SA 下り ○  

４３ 中国 広島県 山陽道 小谷 SA 上り ○  

４４ 中国 広島県 山陽道 小谷 SA 下り  ○ 

４５ 中国 広島県 山陽道 宮島 SA 上り  ○ 

        

        



 

 

        

４６ 中国 広島県 山陽道 宮島 SA 下り  ○ 

４７ 中国 広島県 山陽道 八幡 PA 上り ○ ○ 

４８ 中国 広島県 山陽道 八幡 PA 下り ○ ○ 

４９ 中国 広島県 中国道 七塚原 SA 上り  ○ 

５０ 中国 広島県 中国道 七塚原 SA 下り  ○ 

５１ 中国 広島県 中国道 安佐 SA 上り  ○ 

５２ 中国 広島県 中国道 安佐 SA 下り  ○ 

５３ 中国 広島県 中国道 吉和 SA 上り  ○ 

５４ 中国 広島県 中国道 吉和 SA 下り  ○ 

５５ 中国 広島県 山陽道 下松 SA 上り  ○ 

５６ 中国 広島県 山陽道 下松 SA 下り  ○ 

５７ 中国 山口県 中国道 鹿野 SA 上り  ○ 

５８ 中国 山口県 中国道 鹿野 SA 下り  ○ 

５９ 中国 山口県 中国道 美東 SA 上り  ○ 

６０ 中国 山口県 中国道 美東 SA 下り ○  

中国 計３２箇所 １４箇所 ２５箇所 

６１ 四国 香川県 高松道 豊浜 SA 上り ○  

６２ 四国 香川県 高松道 豊浜 SA 下り ○  

６３ 四国 香川県 高松道 津田の松原 SA 上り ○  

６４ 四国 香川県 高松道 津田の松原 SA 下り ○  

６５ 四国 徳島県 徳島道 上板 SA 上り ○  

６６ 四国 徳島県 徳島道 上板 SA 下り ○  

６７ 四国 徳島県 徳島道 吉野川 SA 上り ○  

６８ 四国 愛媛県 松山道 石鎚山 SA 上り ○  

６９ 四国 愛媛県 松山道 石鎚山 SA 下り ○  

７０ 四国 愛媛県 松山道 伊予灘 SA 上り ○  

７１ 四国 愛媛県 松山道 伊予灘 SA 下り ○  

７２ 四国 高知県 高知道 南国 SA 上り ○  

７３ 四国 高知県 高知道 南国 SA 下り ○  

四国 計１３箇所 １３箇所 ０箇所 

７４ 九州 福岡県 九州道 古賀 SA 上り  ○ 

７５ 九州 福岡県 九州道 古賀 SA 下り ○  

７６ 九州 福岡県 大分道 山田 SA 下り ○ ○ 

７７ 九州 福岡県 九州道 広川 SA 上り  ○ 

７８ 九州 福岡県 九州道 広川 SA 下り  ○ 

７９ 九州 佐賀県 九州道 基山 PA 上り  ○ 

８０ 九州 福岡県 九州道 基山 PA 下り  ○ 

８１ 九州 佐賀県 長崎道 金立 SA 上り ○ ○ 

８２ 九州 佐賀県 長崎道 金立 SA 下り ○  

８３ 九州 佐賀県 長崎道 川登 SA 下り ○  

８４ 九州 熊本県 九州道 北熊本 SA 上り ○  

８５ 九州 熊本県 九州道 北熊本 SA 下り ○  

８６ 九州 熊本県 九州道 宮原 SA 上り ○  

８７ 九州 熊本県 九州道 宮原 SA 下り ○  

８８ 九州 熊本県 九州道 山江 SA 上り  ○ 

８９ 九州 熊本県 九州道 山江 SA 下り ○  

９０ 九州 大分県 大分道 玖珠 SA 上り  ○ 

９１ 九州 大分県 大分道 玖珠 SA 下り  ○ 

９２ 九州 大分県 東九州道 別府湾 SA 上り ○  

９３ 九州 大分県 東九州道 別府湾 SA 下り ○  

        



 

 

        

        

９４ 九州 宮崎県 宮崎道 霧島 SA 上り ○  

９５ 九州 宮崎県 宮崎道 霧島 SA 下り ○  

９６ 九州 宮崎県 宮崎道 山之口 SA 上り  ○ 

９７ 九州 宮崎県 宮崎道 山之口 SA 下り  ○ 

９８ 九州 鹿児島県 九州道 桜島 SA 上り  ○ 

９９ 九州 鹿児島県 九州道 桜島 SA 下り  ○ 

１００ 九州 沖縄県 沖縄道 中城 PA 上り  ○ 

１０１ 九州 沖縄県 沖縄道 中城 PA 下り  ○ 

九州 計２８箇所 １４箇所 １６箇所 

合 計 １０１箇所 ６９箇所 ５９箇所 

 

 

 


