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秋の行楽シーズンに活躍する乳児用液体ミルク「アイクレオ赤ちゃんミルク」 
 

NEXCO 西日本の SA・PA 60 ヵ所で販売開始 
 

～ 哺乳瓶への移し替えで車移動中にもすぐに飲ませられ、お出かけが更に便利に ～ 

 

江崎グリコ株式会社の乳児用液体ミルク「アイクレオ赤ちゃんミルク」の販売が、2019 年 9 月 13 日（金）、西日本

のサービスエリア・パーキングエリア(以下、SA・PA)にてスタートします。販売は西日本高速道路株式会社の卸事

業会社・西日本高速道路ロジスティックス株式会社の協力により、管内 60 ヵ所で始まり順次拡大する予定です。

本格的な秋の行楽シーズンを前に、日本の大動脈である高速道路の SA・PA で購入可能となることで、お子さま

連れの高速道路利用者のお出かけが更に便利になるほか、災害時の非常用食品としての活用も見込まれます。 

 

■ “子育て”と“防災”の拠点としての高速道路の SA・PA  

関西・中国・四国・九州・沖縄で高速道路等を管理する西日本高速

道路(NEXCO 西日本)は、「お客さま満足施設」として SA・PA の変

革を推進しています。その中の大きな項目の一つが、お子さま連

れファミリー層が使いやすい施設づくりです。オムツ替えがゆった

りできる「オムツ替台」や、人目を気にせず安心して授乳できる「授

乳専用個室」など、ベビールーム拡充に力を入れています。そして

大きな項目の二つ目が、災害に対応できる施設づくりです。昨年、

西日本エリアは、甚大な被害を及ぼす災害が多数発生しました。

それら想定を超える激甚災害にも対応できる体制づくりを目指し、

ライフライン寸断を想定した発電機や投光機、衛生用品・食糧・水

などの防災備蓄の整備を SA・PA を中心に行っています。これら

“子育て”と“防災”の拠点機能強化の一環として、この度、江崎グ

リコの乳児用液体ミルク「アイクレオ赤ちゃんミルク」が、西日本高

速道路ロジスティックスの協力のもと SA・PA にて採用されました。

商品は、NEXCO 西日本管内の SA・PA 60 ヵ所(関西 26 ヵ所・中国

11 ヵ所・四国 11 ヵ所・九州 12 ヵ所)にて販売がスタートします。 

 

■ お出かけにも災害時にも活躍する「アイクレオ赤ちゃんミルク」 

昨年 8 月の厚生労働省及び消費者庁での制度改正を受け、本年 3 月 11 日、国内で初

となる国内製造の乳児用液体ミルクを江崎グリコが発売しました。江崎グリコの「アイクレ

オ赤ちゃんミルク」は、おいしさがしっかりと守られた 6 層構造の“紙パック”なので、軽くて

持ち運びやすく、捨てやすいのが特長です。また、コンパクトな 125ｍｌの容量なので、低

月齢から高月齢まで赤ちゃんの飲む量に合わせて調整できます。乳児用液体ミルクは、

常温で長期保存ができ、水やお湯がなくても清潔な哺乳瓶があれば授乳できます。“お

出かけ時”には、従来であれば、70 度以上のお湯を入れた水筒を常に携帯しなければな

らなかったものが、哺乳瓶に注ぐだけで、いつでもどこでも赤ちゃんにミルクを飲ませるこ

とが可能です。一方、“災害時”には、ストレスにより母乳が一時的に出にくくなることもあ

ると言われています。また、粉ミルク調乳に必要な 70 度以上の清潔なお湯が確保しづら

くなることもあり、それらの課題を補う災害時の有用な手段としても乳児用液体ミルクは

期待されています。  

 
 

 
 

乳児用液体ミルクの販売がスタートする 

「大津 SA(下り)」と「宝塚北 SA」 

 （※写真提供：NEXCO 西日本） 



■ 商品特長 

①母乳に近い栄養成分※1 

本商品は、母乳をめざし成分ひとつひとつと原料にこ

だわりました。母乳と同程度にミネラル含有量、ナトリ

ウム量を調整しているので、赤ちゃんの繊細な体に

やさしいミルクです。さらに、母乳にも含まれるガラク

トオリゴ糖を配合することにもこだわりました。 

②赤ちゃんにゴクゴク飲んで欲しい安心の「白さ」 

乳児用液体ミルクは長時間かけて加熱殺菌すると、

ミルクの成分が焦げ、茶色がかります※2。本商品は、

超高温短時間殺菌で、余分な熱を加えずミルク本来

の白さをキープします。赤ちゃんにゴクゴク飲んで欲

しくなる、安心の「白さ」です。 

③世界で一番使われている「紙パック」 

本商品は、海外の乳児用液体ミルクで主流の紙パッ

クを使用。6 層からなる構造でしっかりおいしさを守り

ます。しかも、軽くて持ち歩きやすく、捨てやすい。赤

ちゃんの体と心を想うだけでなく、ミルクを用意するお

母さんお父さんの使いやすさも考えました。 

④長期常温保存も安全安心 

母乳をめざし、成分ひとつひとつと原料にこだわった

ミルクを「無菌パック製法」で無菌化された状態でつ

めるので、常温で賞味期限 6 か月という長期保存が

可能です。だから、いざというときの備えにも安心で

す。 

※1 脂質、炭水化物、ナトリウム／※2 当社製法「超高温短時間殺菌」とレトルト加熱殺菌を比較（当社試作結果より） 

 

■ 商品概要 

商 品 名 アイクレオ赤ちゃんミルク 

賞 味 期 限 6 か月 

保 存 方 法 常温を超えない温度で保存 

容 量 125ml 

包 装 材 質 紙パック 

主 な 使 用 

シ ー ン 
災害時・深夜の授乳時・外出時・調乳に不慣れな方に赤ちゃんを預ける時など 

許 可 表 示 
母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養です。「アイクレオ赤ちゃんミルク」は母乳が 

不足したり与えられない場合に母乳の代わりをする目的で作られたものです。 

 

■ 取り扱い SA・PA (2019 年 9 月 13 日時点) 

No エリア 府県名 道路名 SA・PA 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 

 
 

Glico グループは、「おいしさと健康」の理念のもと、「子どものココロとカラダの健やかな成長」に寄与する 

商品やサービスを通じて、生活者のより豊かで健康な生活の実現に貢献してまいります。 

 

≪お客様のお問い合わせ先≫ 

グリコお客様センター 
（フリーダイヤル）0120-141-369  

受付時間 月～金 9：00～18：30 

 


