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丸美屋食品工業株式会社 …………『期間限定 鶏しお麻婆豆腐の素』

宮坂醸造株式会社 …………『即席生みそ汁 おみそ汁で乳酸菌 ６食』

株式会社Ｊ－オイルミルズ … 『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康 アマニブレンド油』

クリナップ株式会社 ………………「高松ショールーム」移転オープン

チョーヤ梅酒株式会社 …………『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ 生みかん酒』

キユーピー株式会社 ………………『チョレギサラダドレッシング』

株式会社永谷園 ……『減塩ふりかけ』５種の野菜、梅じそ、すきやき

日清オイリオグループ株式会社 ……『日清ヘルシードレッシング』シリーズ

42

2017.3

「麻婆といったら丸美屋」から限定麻婆豆腐の素 新発売！
ひと味違う“さっぱりコク旨白湯仕立て”

『期間限定 鶏しお麻婆豆腐の素』
丸美屋食品工業株式会社
丸美屋食品工業は旗艦商品の一つ、大人
気の『麻婆豆腐の素』シリーズより、
『期

④ お好みで、風味・辛味の調整ができる
味の決め手の花椒が付いています。

間限定 鶏しお麻婆豆腐の素』を、２月
２３日（木）～３０日（土）までの期間限
定で新発売。
新登場の『期間限定 鶏しお麻婆豆腐の
素』は、いつもの麻婆豆腐とはひと味違っ
た、さっぱりとした白湯仕立てになってい

『期間限定 鶏しお麻婆豆腐の素』をご家
族そろって、また、仲間を呼んで軽いパー
ティなど、いつもの「麻婆豆腐」と食べ比
べもきっと盛り上がること間違いありま
せん。ぜひ皆さんでお楽しみください。

ます。家庭の惣菜料理としてすっかり定着
した麻婆豆腐。これまでと違った味わいで
楽しめるのがうれしい麻婆豆腐の素です。
『期間限定 鶏しお麻婆豆腐の素』の作り
方は、これまでの「麻婆豆腐の素」と同様
で、豆腐を用意するだけの簡単・お手軽調
理です。

『期間限定 鶏しお麻婆豆腐の素』の特長
① 旨味たっぷりの白湯ベースに、塩味を
やさしく効かせ、生姜を加えて仕上げ
た、さっぱりとしたおいしさになって
います。
② 挽き肉入りだから、用意するのは豆腐
だけの簡単調理です。
③ ご家族皆さんで楽しめるファミリータ
イプ３～４人前です。
『鶏しお麻婆豆腐の素』１８０円（税別希望小売価格）
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神州一味噌 即席みそ汁の新商品

『即席生みそ汁 おみそ汁で乳酸菌 ６食』
手軽で手頃に乳酸菌

み子ちゃんの神州一味噌でおなじみの宮

宮坂醸造株式会社
ｇ含んでいます。味は酸っぱくありません。

坂醸造は、この春の即席みそ汁新商品と

③減塩なのにおいしい＝塩分３０％カット

して、森永乳業株式会社が発見した「シー

（同社「かにだし」と比較）の減塩タイプ。

ルド乳酸菌Ⓡ」を配合した『即席生みそ汁

３種のだし…鰹。利尻酸昆布、瀬戸内産い

おみそ汁で乳酸菌 ６食』を３月１日（水）

りこ…を配合。みそ汁の具材で最もポピュ

から新発売します。

ラーなわかめを練りこんでいます。味噌は

「おなかの健康」に関心の高い人は、大

米味噌と豆味噌のあわせ味噌仕立てです。

変多くいます。そこで宮坂醸造からのご提

『即席生みそ汁 おみそ汁で乳酸菌 ６

案。みそ汁は毎日食べる食品として最適で

（オープン価格）を、毎日飲んで、お
食』

あり、乳酸菌を摂取するの有効な食品。機

なかの健康を実感しましょう。

能性素材を配合した即席みそ汁の主な購買
層は中高年代。宮坂醸造はそんな皆さんに
手軽に食べられる乳酸菌入りの即席みそ汁
を開発しました。
新登場の『即席生みそ汁 おみそ汁で乳
酸菌 ６食』は、①手軽で手頃な即席生み
そ汁タイプ＝個袋１袋で１食とお手軽、し
かも６食入りのお手頃品です。②「シール
ド乳酸菌ⓇＭ－１」
、食物繊維を配合＝森
永乳業保有の数千株の中から選ばれた乳酸
菌です。守るチカラを引きだし、健康を
サポート。加熱殺菌菌体なので、みそ汁な
どの加熱料理に向いています。１食分に
５０億個配合。１日２杯飲むことで、１日
の摂取目安量１００億個が摂れます。
「シー
ルド乳酸菌Ⓡ」は森永乳業の登録商標で
す。配合の食物繊維は、味噌や具にもとも
と含まれる成分を合わせて１食分に０．
７
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『即席生みそ汁 おみそ汁で乳酸菌 ６食』オープン価格
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お客様の声を活かしてパッケージリニューアル

『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康 アマニブレンド油』
< ６００ｇＵＤエコペット >
株式会社Ｊ－オイルミルズ
Ｊ－オイルミルズは、家庭用油脂商品
『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康 アマニブレンド油』
６００ｇＵＤエコペットのパッケージデザイ

『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康 アマニブレンド油』
６００ｇＵＤエコペットのおいしさをぜひ
色々なお料理でお楽しみください。

ンを変更して発売します。
昨年春に発売を開始した『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ
健康 アマニブレンド油』は、従来のアマニ
油商品にはない、お手軽でおいしく、普段
使いがしやすい油として高評価をいただき
ましたが、その中で「加熱しても大丈夫？」
というお客さまからの問い合わせをいただ
きました。その声を活かし、お応えして炒
めものや、揚げものなど、どんな料理にも
お使いいただけることをアピールし、より
多くのお客さまに分かりやすいパッケージ
デザインにリニューアルして皆さまにお届
けします。
『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康 アマニブレンド油』
６００ｇＵＤエコペットは、オメガ３脂肪酸
が豊富なアマニ油を手軽に摂れる油です。
アマニ油より熱に強いコーン油をブレンド
することで使いやすさをアップしました。
クセがないので生食はもちろん、炒めもの・
揚げものをはじめ、どんな料理にもおいし
くお使いいただける健康をサポートする日
用油です。

『ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ 健康 アマニブレンド油』
６００ｇＵＤエコペット
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食・住文化の体験型ショールームとして
生まれ変わりました

「高松ショールーム」移転オープン
クリナップ株式会社
クリナップは顧客接点強化の一環、交通
利便性の向上と生活価値提案の充実を図

し、生活者の皆さまの多様化する暮らしの
ニーズにお応えしていきます。

ることを目的として、香川県高松市のクリ
ナップショールームを移転しニューオープ
ンしました。
●新しい高松ショールームの特長
① キッチンの使用体験ができる「キッチ
ンスタジオ」を新設し、最新システム
キッチンを使った料理教室を始め、食
と暮らしに関する様々なイベントを開
催し、情報発信していきます。
② 高松ショールームの過去１年間で最も
採用の多かった組み合わせのプランを
お客様の声とともに紹介し、キッチン
を選びやすくします。
③ 「ステンレス製システムキッチン」の
パイオニアとして、ステンレス素材の
安全性、清掃性、耐久性を訴求するコー
ナーを設置。
システムキッチン、システムバスルーム、
洗面化粧台などの水回り商品をくつろぎの
空間で身近に感じていただける様々な工夫
を施しました。商品はもちろん、食や住に
関するイベントや情報発信を通じて、これ
まで以上に地域と密着した提案活動を展開
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【新・高松ショールーム概要】
住所
☎
営業時間
定休日
展示内容

香川県高松市伏石町２１６６－２
０８７－８６８－５０７７
１０：００～１７：００
毎週水曜日（夏季休暇・年末年始）
システムキッチン １４セット
システムバス
５セット
洗面化粧台
８セット
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日本一のみかん 和歌山県産温州みかん生果汁使用

『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ 生みかん酒』
チョーヤ梅酒株式会社
チョーヤ梅酒はこの春から、
「生」リ

援をいただきました。今年も関西地区限定

キュールＦｒｕｔｔｉ（フルッティ）
「生う

で発売します。
「生」のおいしさをぜひ実

め酒」
「生ゆず酒」のシリーズに新たに、

感してください。

和歌山県産の温州みかん生果汁を使用した
『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ 生みかん酒』を関
西地区限定で２月２１日（火）より発売い
たします。
『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ』シリーズは、
「生」
果汁・
「生」仕込み・
「生」詰めの３つの
「生」が新しい、フレッシュな香りとフルー
ティーな味わいを特徴とした
「生」
リキュー
ルです。
新登場の『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ 生み
かん酒』は、みかんの収穫量日本一の和歌
山県下産「温州みかん」の生果汁を使用
しています。甘いみかんをまるかじりにし
たような食感をお楽しみいただける生リ
キュールです。
酸味料や香料、
着色量を使用しない、
しっ
かりした味わいは、ストレートをはじめ、
オンザロックやソーダ割、カクテルのベー
スなどに使用いただけ、幅広く楽しめるリ
キュールになっています。
チョーヤ梅酒の『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ
生みかん酒』は、２０１６年の３月に関西
地区限定で販売し、お客さまから多大な支

『ＣＨＯＹＡ Ｆｒｕｔｔｉ 生みかん酒』
５００ｍＬ／６５０円（税別希望小売価格）
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葉物野菜にかけるだけで、人気のチョレギサラダが完成！
キユーピードレッシング「金キャップ」シリーズ

『チョレギサラダドレッシング』
新発売！

キユーピー株式会社

キユーピーは、ドレッシングの主力シ
リーズ「金のキャップ」から、
『チョレギ
サラダドレッシング』を新発売。
昨年夏季に発売を開始した『コブサラダ
ドレッシング』に続き、家庭で簡単に外食
メニューのトレンドをつくれるドレッシン
グの品揃えを強化していきます。
『チョレギサラダドレッシング』は、ご
ま油やにんにくの風味が特徴で、焼き肉な
どにとても相性のよい人気のサラダ。キ
ユーピーでは昨年、外食・総菜向けに業務
用チョレギサラダドレッシングを発売し、
好調に販売が推移しています。そこで今回
は、家庭用として『チョレギサラダドレッ
シング』を新発売。
家庭向け新登場の『チョレギサラダド
レッシング』は、ごま油、ねぎ、にんにく
のコクとうま味に海苔を加えました。さら
に隠し味に味噌と昆布だしを加えて深いあ
じわいに仕上げています。また、粒ごま、
海苔、ねぎなどチョレギサラダに欠かせな
い具材をあらかじめドレッシングに加えて
いるのでサニーレタス、サラダ菜などの葉
物野菜にかけるだけでチョレギサラダが作
れる、簡単でおいしいドレッシングです。
家庭の団らんに、ぜひ『チョレギサラダ
ドレッシング』をお楽しみください。
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『チョレギサラダドレッシング』１５０ｍＬ
２３８円（税込希望栗価格）
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子どもの食事で気を付けたい！ 塩分控えめのふりかけ
塩分２５％カット＋乳酸菌入り

『減塩ふりかけ』
< ５種の野菜 > < 梅じそ > < すきやき >

永谷園から塩分２５％カットのふりかけ

株式会社永谷園

『減塩ふりかけ』シリーズの特長

、
『減塩ふりか
『減塩ふりかけ ５種の野菜』

●塩分２５％カットのふりかけ。●素材の味

、
け 梅じそ』
『減塩ふりかけ すきやき』が

を活かし、旨味を引き立たせることで減塩ながら

この春の２月１３日（月）から新発売。

もしっかりとした味わいが楽しめます。●１袋

健康を気遣う大人を対象にした「減塩混
ぜ込みごはんの素」を昨年春に発売したと
ころ、大好評でした。購入者アンケートで
は「子どもが小さいため、減塩に目がいき
ました」
「塩か加減が彫塑よく、子どもた
ちもおいしいと食べてくれました」
「子ど
もたちが気にいって、リピーターになりま
した」などの声をいただき、ターゲットの
シニア層に」加えお子さまのいらっしゃる
ご家庭で食べていただいていることが明ら
かになりました。減塩商品の需要は年齢層
の高いイメージがありますがお子さまの健

に乳酸菌１００億個配合。
『減塩ふりかけ ５種の野菜』＝にんじん、キャ
ベツ、ごぼう、かぼちゃペースト、ほうれん草
の５種の野菜を使用したおかか味です。
『減塩ふりかけ 梅じそ』＝梅の酸味としその香
りに、おかかの風味を効かせました。
『減塩ふりかけ すきやき』＝牛のそぼろの旨味
に甘辛い醤油風味を効かせた、すき焼き味が楽
しめます。

永谷園の減塩なのにしっかりした味わい
の『減塩ふりかけ』シリーズをご家族皆さ
んで大いに楽しましょう。

康を気遣う方も「減
塩」利用が高まって
いるようです。そこ
でファミリー向けに
『減塩ふりかけ』シリ
ーズを新発売します。

『減塩ふりかけ』< ５種の野菜 > < 梅じそ > < すきやき > 各１８０円（税別希望小売価格）
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野菜をおいしくサポート！

『日清ヘルシードレッシング』シリーズ
日清オイリオグループ株式会社
日清オイリオグループの『アマニドレッ
シング』シリーズは、４アイテムで好評発
売中。ドレッシングとして、調理素材とし
て、そしてテーブルユースでも、美味しさ
と健康感を併せ持つうれしいドレッシング
シリーズです。

『アマニドレッシング』シリーズ
★『日清ヘルシードレッシング アマニ和風』
話題の健康成分オメガ３（αーリノレン酸）
を豊富に含むアマニ油使用。１食分で
（１５ｇ）
成人１日当たりの摂取目安量の３分の１以上
に相当する１ｇを摂取できます。深煎りごまの
香ばしさ、アマニ油を加えた醤油ベースのド
レッシング。おいしさそのまま塩分５０％カッ
トしました。
（リニューアル）

★『日清ヘルシードレッシング アマニごま』

コクのあるシーザータイプのドレッシング。お
いしさそのまま塩分５０％カットしました。
（新登場）

★『日清ヘルシードレッシング
アマニイタリアン』
話題の健康成分オメガ３（αーリノレン酸）
を豊富に含むアマニ油使用。１食分で
（１５ｇ）
成人１日当たりの摂取目安量の３分の１以上
に相当する１ｇを摂取できます。深煎りごまの
香ばしさ、玉ねぎの甘味とハーブが爽やかに薫
イタリアンドレッシング。美味しさそのまま塩
分５０％カットしました。
（新登場）

日々の健康を食事でサポートしてくれる日

清オイリオグループの『アマニドレッシン
グ』シリーズを、上手に使っておいしさを
大いに楽しんでください。

話題の健康成分オメガ３（αーリノレン酸）
を豊富に含むアマニ油使用。１食分で
（１５ｇ）
『アマニドレッシング』シリーズ 各１９０ｍＬ ＰＥＴ
成人１日当たりの摂取目安量の３分
の１以上に相当する１ｇを摂取でき
ます。焙煎すりごまが香ばしい、マ
イルドなごまドレッシング。おいし
さそのまま塩分５０％カットしました。
（新登場）

★『日清ヘルシードレッシング
アマニシーザー』
話題の健康成分オメガ３（αー
リノレン酸）を豊富に含むアマニ
油使用。１食分で（１５ｇ）成人
１日当たりの摂取目安量の３分の
１以上に相当する１ｇを摂取でき
ます。パルメザンチーズを使った
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